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1996年 第１回 熊本学術会議 吉田勧持 水前寺共済会館

1997年 第２回 熊本学術会議 吉田勧持 リバーサイドホテル

1998年 第３回 京都学術会議 相良英人 京都テルサ

1999年 第４回 東京学術会議 小椋教順 明治大学リバティホール

2000年 第５回 神戸学術会議 永谷敏 神戸商工会議所会館

2001年 第６回 釧路学術会議 葛巻仁 釧路市生涯学習センター

2002年 第７回 名古屋学術会議 加藤彰一 名古屋国際会議場

2003年 第８回 福岡学術会議 進英文 福岡国際会議場

2004年 第９回 大阪学術会議 柴田宗孝 コスモスクエア国際交流センター

2005年 第 回 東京学術会議 松本恭治 国際ファッションセンター

2006年 第 回 京都学術会議 久保田正紀 キャンパスプラザ京都

2007年 第 回 東京学術会議 湯澤寛 学士会館

2008年 第 回 京都学術会議 西村和雄 同志社大学 寒梅館

2009年 第 回 東京学術会議 緒方人己 学士会館

2010年 第 回 大阪学術会議 瀧口喜郎 大阪大学中之島センター

2011年 第 回 東京学術会議 山本眞紫 学士会館

2012年 第 回 京都学術会議 筧健史 同志社大学 寒梅館

2013年 第 回 東京学術会議 新藤勝之 学士会館

2014年 第 回 大阪学術会議 藤田潤 大阪大学中之島センター

2015年 第 回 東京学術会議 鈴木善雄 学士会館

2016年 第 回 大阪学術会議 林田一志 大阪大学中之島センター

2017年 第 回 東京学術会議 関谷康夫 学士会館

2018年 第 回 大阪学術会議 松村圭一郎 大阪大学中之島センター

2019年 第 回 東京学術会議 八戸正己 学士会館
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2020年 第 回 大阪学術会議 西村和雄 大阪府立国際会議場（グランキューブ大阪）
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第26回 日本構造医学会東京学術会議開催のご挨拶
第26回東京学術会議 学会長 小川 宏

第26回日本構造医学会東京学術会議を開催するにあたって、一言ご挨拶申し

上げます。

振り返れば日本構造医学会が発足した1995年の神戸淡路大震災に始まり、中

越、2011年の東日本大震災さらには熊本、北海道と続けざまの震災、追い打ちを

かけるかの豪雨、洪水などの自然災害・人的災害に見舞われてきました。

ただでさえ人々の不安感が増大する中で、一昨年の末の新型コロナウィルスの

世界的パンデミックに襲われている状況にあります。

今まさに社会経済的に安住してきた中で、その生活基盤が揺さぶられ、三密に

象徴されるように人間の本来性の集団欲すら制限され、人間同士の関係すら打ち

切られようとしています。

また感染予防の見地から行動様式が制限され、つまり社会的行動抑制のため

に社会がもたらす社会的フレイルが子供から老人に至るまで蔓延しつつあります。

そこにまた、人々の不安感・不信感が精神的ストレスとなって加わり、感染予防

にもっとも大きな因子である自然免疫力の低下が起きてしまいます。

このような状況の中で増々構造医学で学ぶところの生体機構学と生活環境学、

あるいは現代医学と伝統医学、さらには処置（狭義の治療）と養生学（法）、さらに

は科学と生命哲学のそれらの統合がより一層、鮮明になってきたと思われます。

今こそ、構造医学を学び研鑽を積み重ねていかなればという新たな決意の元、

学会会員の皆様とともに構造医学の発展に勤めてまいりたいと思います。
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第26回 日本構造医学会東京学術会議によせて
日本構造医学会 理事長 吉田勧持
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今回の大会も、昨年同様コロナ禍の中にあって開催されることとなりました。

学会長が述べられているとおり、本学会は二十数余年の間、各種災害との接点を

もって挙行されてまいりました。

本当に人災天災を問わず、我々が生息しているこの地球環境において、まだま

だ解決できない問題が山積していることを思い知らされているところです。

顧みれば、構造医学原理の第一章で述べた、宇宙を支配するとされる４つの相

互作用や当時まだ発見されていなかったニュートリノの予測など、構造医学は素粒

子や量子の分野あるいはマクロに構成された人や宇宙といった物質的振舞いの理

解、ならびに人特有の心の作用（精神作用）がもたらす生理失調などについて、臨

床の世界から観察される事実を基に、一歩一歩その理解に努めてまいりました。

そのことは、地球に存在するすべての生命体や人の生き方や未来への繋がりを

憂慮することから始まり、人の幸せや平和といった大きな目標を掲げての歩みに他

ならなかったのです。

今回の学会では、実際の臨床の場から多くの発見や発表がなされると思います

が、この大会だけのものとせず、持ち帰って皆さまが深く考え行動するその礎となる

ことを祈念して、私の挨拶とかえます。

なお、発表される皆様、学会長をはじめとした大会委員の皆様には、多くのお骨

折りを頂き感謝に堪えません。また、この場を提供くださった学士会館関係者の皆

様にも、深く感謝致します。

第26回 日本構造医学会東京学術会議によせて
日本構造医学会 理事長 吉田勧持

理事長挨拶
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（日）

〒101-8459 東京都千代田区神田錦町3-28 TEL 03-3292-5936 （代表）

学術会議会場
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▶

11時00分～
12時00分～
12時03分～
15時30分～
17時12分

１階フロントの
右手階段より２階へ

開催に際しては、万全の対策をもって開催に臨むところでありますが、開催時の社会情勢または国・自
治体からの要請によっては、開催方法や時期の変更または中止となる場合もございますので、ご了承く
ださい。開催情報については、構医研究機構公式サイトにて随時告知いたしますのでご確認ください。

Annual Meeting in TOKYO
26th
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参加費 事前申込 当日参加

医学会会員 13,200円 16,500円

ゲスト参加 一般 17,050円 不可

ゲスト参加 学生 5,500円 不可

年分（ 円）まとめて納入

。
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（全て税込）

▶同封の入会申込書を郵送するか、構医研究機構公式サイト
で入会手続を行って下さい。
▶新規登録料 円と登録維持費 円を参加費に合算し納入下さい。

▶参加申込の際は、 年の登録維持費の納入状況をご確認下さい。

▶未納の場合は、参加費に登録維持費 円を合算して下さい。
各自の納入状況は、同封の払込票にて確認できます。

です。 円を合算し納入。
です。 参加費のみ納入。

▶申込資料を請求する→ 医学会ヘルプデスク へお電話下さい。
▶直接申込する → 構医研究機構公式サイト から申込可能。

（学生枠の申込には、学生証のコピー提出が必要です。）

▶医学会登録が完了している方が対象。受付にて登録照会を行いますので、
お名前をお申し出下さい。照会が完了しましたら参加費をお支払い下さい。

▶聴講券と論文集は受付でのお渡しとなります（抄録集はありません）。
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● 一部関係者を除き自由席制です。前方より順にご着席願います。
● 緊急時以外での場内呼出は行っておりません。
● セッション進行中の撮影および録音は一切禁止致します。
● 携帯電話のご利用は固くお断りします。入場時に電源を切るかマナーモード

に設定して下さい。
● 遅れて入場する際は、場内スタッフの誘導に従い、静かにご着席下さい。
● 場内での食事は禁止します。
● 荷物のお預かりは致しません。各自責任のもと管理下さい。また、参加に際

して発生した紛失や遺失については、一切責任を負いかねます。
● 学術会議開催中に、本学会員として相応しくない行動および本会の活動目的

より逸脱した行いが見られる方については、退場をお願いする場合がござい
ます。

●参加証明書の受取り忘れや紛失についての再交付はいたしかねます。
●ネームホルダー未着用の方は、入場をお断りする事もございます。
●ネームホルダーは返却不要です。
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● 質疑のある方は、挙手を行い必ず座長の指名を受けて下さい。マイクを受け取
り、地域・資格または職業・氏名を述べたあと、質疑を始めて下さい。

● 各演者は質疑応答の持ち時間が限られています。質問や意見は簡潔な言葉で明
確に述べて下さい。

学士会館では、感染予防及び拡散防止の取り組みとして、各フロアーおよび各所
にて手指用アルコール消毒剤の設置、北および南玄関には非接触型自動検温＆消
毒システム機能スタンドを設置し環境整備に努めています。

Annual Meeting in TOKYO
26th



88

TEL 096-212-8288 FAX 096-364-9910
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論文集（税込） 抄録集（税込）

会員誌価

1,320円 880円

●会場で追加購入する場合、受付に必要冊数をお申し出下さい。
なお、準備数には限りがございます。

●郵送でのお届けをご希望の場合は、同封の払込票に必要冊数を
記入し、代金を納入下さい。

非会員誌価

3,520円

●郵送でのお届けとなります。同封の払込票に必要冊数を記入し、
代金を納入下さい。

新規会員のご紹介、学術会議参加に関するお問合せや資料請求など、
皆様からのお問合せは、下記ヘルプデスクにて承ります。

お気軽にご連絡ください。

※会議参加者には論文集１冊が送付されます。

会員誌価 １冊 円（税込）

同封の払込票に必要冊数を記入し代金を納入下さい。
会議終了後、郵送にてお送りします。
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〒101-8459 東京都千代田区神田錦町3-28 TEL.03-3292-5936 （代表）

主要駅からのアクセス 羽田空港からのアクセス

・都営三田線／都営新宿線／東京メトロ半蔵門線
「神保町」駅下車 出口から徒歩 分

・東京メトロ東西線「竹橋」駅下車３ 出口から徒歩 分
・ 中央線／総武線「御茶ノ水」駅下車御茶ノ水橋口から徒歩 分

Annual Meeting in TOKYO
26th
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11:00 開場と参加受付開始
12:00 開会式

12:03 一般演題発表1

休憩

13:45 一般演題発表2

～ 座長カンファレンス

17：12 閉会式 第26回日本構造医学会東京学術会議全プログラム終了予定17:25 
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年間実施した中で思うところ

診療所の円滑な継続運営
－経営原理とコミュニケーションの流動活用－

菅沼病院リハビリテーション科で
構造医学的に診療した内科患者の症例

上位頚椎への牽引作用を導かずに整復と冷却を同時に施
す手段の考察～連綿と継承される脊椎牽引療法に対する疑念から～

大阪府 柔道整復師 坂本椋一
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埼玉県 柔道整復師 玉村裕美
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弾發指処方転子使用症例からの考察

構造医学を援用した矯正歯科臨床の新たな展開

硬膜脳髄反射における検証および考察２

変形性膝関節症の一症例報告



Summary
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褥瘡は高齢化が進む現代では寝たきりになる人が多く様々な問題がある中のひとつである。

褥瘡治療は局所管理、全身管理、環境管理が難しく難治性であることが多いとされている。一

般に保存的治療では「湿潤環境を維持すること」が通説である。

今回、愛犬が高齢犬となり様々な機能低下が現れ要介助の生活を余儀なくされた。褥瘡予

防として体圧および熱の分散を目的としたウォーターピローの使用や体位変換を実践していた

が不運にも左頬骨部に褥瘡を患ってしまった。かかりつけの獣医師から創傷被覆材として、湿

潤環境を維持させるハイドロコロイド材の貼付を指導され励行するも変化が見られなかった。

構造医学本講座の中で甘草について特異性炎症、非特異性炎症、サイトカインストームに

効果することを学び、甘草成分のほぼ１００％を抽出している構造医学研究財団の健康補助食

品「構医Liconin-KT（以下「リコニン」という。）」の使用を考えた。同創傷被覆材の貼付と、リコニ

ンの内用および外用の併用を開始し早々に良好な経過が得られたため報告します。

使用方法は対象がイヌのため、内用として１滴から薄めた水をすすんで飲むのかを確認した上

で３滴までの濃度とした。外用として水で希釈したもので創傷部の洗浄を行い痛がる様子がな

いかを観察しできる限り濃く希釈し施行した。

結果、比較対照となった創傷被覆材のみ（約２週間）とリコニン併用（約６週間）では創傷部の

修復の経過に大きな違いが見られた。リコニン使用開始後、早々に創傷部の修復を観察し約３

週間で平癒にいたった。

創傷被覆材の貼付だけでは創傷部に変化がみられず、リコニン併用で早期に良好な変化が

得られた理由としてリコニンの効能には抗炎症作用があることはもちろんである。対象が高齢で

あり免疫機能がうまく働いていない状態の中で、本来なら創傷部が侵入門戸となりフィラリアの

寄生や感染症を引き起こし、敗血症性ショックにより多臓器不全を引き起こし死に至ることが多

い。しかしながらリコニンを使用したことによりサイトカインストームを抑制し重篤化に繋がらな

かったのではないだろうかと考えた。

1
Annual Meeting in TOKYO

26th
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構造医学を学び始め、2010年にウォーキング教室を始めました。そして経営していくうちに

色々な事に直面しました。

一つは患者さんの自律性を獲得するにはどうすればよいか？

もう一つは働いているスタッフの自律性を獲得するにはどうすれば良いか？

今回はウォーキング教室を10年間続け、その課程で患者さんの自律性やスタッフが成長する

過程などを感じたことや今でも心して実践している2003年，2004年に出席した吉田先生の経営

セミナーのお言葉をお借りしながら発表させていただきます。

ウォーキング教室を始めたきっかけと院のコンセプト、自分の施術だけでは力不足で限界が

あると感じたこと、姿勢や歩行指導の時間、出口のある整骨院を目指したこと、スタッフの成長、

患者さんに気づいてもらう事を主にウォーキング教室を開始しました。 当初は2か月に1回開催

し、約8キロの距離を歩行しました。

その中で不思議な事は、破行を呈していた患者さんや、いつもぐずっているような子供や通

常では歩けないだろうと思っていた患者さんも完歩出来たことでした。

またスタッフを一人でも雇用している先生の悩みは主体性や自律性を持ってもらい施術や仕

事に臨んでもらうことではないでしょうか？

「主体性」自分の意思や判断で行動しようとする態度、性質を言います。「自分を主体として

考え、動く性質」を指すこと

「自律性」とは、他からの支配や強制、助力を受けることなく、自分の立てた規範によって自分

に関する行動を決められる性質を言います

これらが育つには構造医学などの高度な技術を学ぶ際はどうしても最初の3年間くらいは強

制的にさせることが必要になります。

徒弟制度などが無くなった時代、ここから自律性に変換していく過程が施術の現場ではとて

も大変になります。これらをどう克服しスタッフが自立していくのかを実際の経験の中から発表さ

せていただきます。

2
Annual Meeting in TOKYO

26th
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われわれの診療を取り巻く社会環境は、経済、通信などの技術革新、人々の意識を含め、

日々ダイナミックに変化しています。そのような中、後述する5つの経営原理を基に、患者とのコ

ミュニケーションを高めつつ診療体系も深めてゆこうというのが、当診療所の取り組みです。

事業所の経営者が自問自答すべき事業原理 [Rotary Club of Pacific Palisades, 1950’s]

(1) 論理的にみてその事業活動は正しいか、(2) 公平性が保たれているか、(3) 関連企業や個

人と良好な対人関係を構築しているか、 (4) 事業活動が社会と人々の幸せに貢

献しているか、(5) 仕事を完遂した…そのあと味はどうか。

これを矯正歯科専門の診療所に当てはめてみます。

(1) 個別事象としての診断・治療計画・プログノーシス・その実行と治療中のモニタリング・治療

の結果おのおのに、論理的な正当性はあるか。

(2) 生体に対する最大非侵襲を旨とし、費用や通院日数、患者や術者に対して過剰な負担を

与えていないか。一般的に容認される倫理性に照らして整合性はとれているか。

(3) 治療を通して、患者やその家族と良好な対人関係を構築できているか。

(4) 患者の個性に調和する顔貌・歯列の機能美を提供できたか。加えて診療活動そのものが

、事業者の家族、事業従事者・関連する企業の人々にとって(心身の健康や経済環境を

含め）便宜となっているか。

(5) 予定された期間に動的治療が完了し、歯列の安定も良好な結果を得たか。患者はそれに

満足と感じたか。治療完遂時のあと味はどうか。臨床者として成長できたか。

医療が一般事業活動といささか趣が異なるのは、上記の「自問」に対してClinical judgement

を基準に、診療科によって諸種の生物学原理が加味されることです。

変わりゆく社会変化の中、経営原理に照らし、新たな技術やサービス・膨大な情報の取捨選択

をしていきたいものです。われわれの思考に潜む慣性的な呪縛に気づき、診療者自身も日々

新たに仕事に励み続けていくことが、自然で伸びやかでしょう。

ところで芭蕉句「塩鯛の歯茎も寒し魚の店(たな)」は、変化を厭うては萎む余韻をともなうた

め、蕉門のひとりは下五の「魚の店」を、「老いの果て」または「年の暮れ」と置くであろうと述べ

たほどです。「塩鯛」しか置いていない魚屋よりも、あたたかな食卓を飾る鮮魚を求めて魚屋に

出かけるのは、私だけではないと思います。この句は診療所の継続運営に似ているのではな

いでしょうか。個別事象を無視し、治療方法を患者に当てはめ、社会変化に対応できず置いて

きぼりにされるよりも、患者個人に合わせた治療方法を選択し、さらに社会変化に応じることが

できれば、診療所の継続的な運営に繋がるのではないでしょうか。

３
Annual Meeting in TOKYO

26th
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手指の障害に対する外科対応は、その解剖学的な複雑さから術後癒着の頻度が高く、ノー
マンズランド (人が介入してはならい領域)と呼称される領域があることや、「手専門外科」が存
在することからも、対応の難しさが伺える。

近年は、マイクロサージャリーなどの進歩や専門医の養成により、ノーマンズランドにも積極
的な外科介入がなされてきており、整形外科では保存療法で改善されない重度の腱鞘炎や弾
發指等には、外科手術の適応が推奨されている。

しかし、外科手術後の経過についての報告例などから、短期的には、ロッキングの消失や疼
痛緩和といった比較的良好な経過をとるものの、中長期予後では癒着による拘縮などの必ず
しも良好ではないものも確認されている。

構造医学では、侵襲することなく内部に外科的な効果を及ぼすという、非観血体表外科とい
う理念に基づいて、様々な療具類が開発されてきた。

今回考察する弾發指処方転子も、非観血体表外科の理念から開発されたものであり、前述し
たノーマンズランドの問題から生じる弾發指に対して非侵襲的に改善することを企図されてい
る。

その効果は、会員諸氏の症例報告や、自らの臨床成果として、体験実証されてきているが、
繊細な領域に対して高い効果を発揮するという性能から、その活用範囲は弾發指や腱鞘炎等
の手指障害に留まるものではなく、広い汎用性があるように思える。

そこで、応用法を考えるに先立ち、道具の構造から、どのような力学が作用するのかを考察し
た。さらに、患者生体では実際に皮下で起きている現象を確認できないことを考慮し、毛糸や
鷄生肉(浅筋膜や靭帯、腱等)を用いて、直視下で療具の作用を確認するという観察実験及び
施術シュミレーション(適切なかけ方、力加減などを測る訓練を兼ねる)を行ってみた。

以上の考察及び観察結果をとりまとめ、発表報告させていただきたい。

４
Annual Meeting in TOKYO

26th
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構造医学では、個体理論・境界層原理・生体潤滑論をはじめとする複数の「生物学原

理」が臨床に先駆けて掲げられています。それらは、ヒトの機構の成り立ちに遡って構築さ

れているため、診療科の枠組みを超えた汎用性の高さを有します。

これとは対照的に、演者の専門とする矯正歯科臨床においては、諸種の判断に際して

不可欠な「生物学原理」が別個にあります。おのおのが連関するので截然とした分類はで

きませんが、その数はおよそ70におよびます。これらは臨床に即した実践的な性質を帯び

ています。

本発表では、矯正歯科臨床における「生物学原理」の意義が、構造医学を援用すること

によって明瞭に整序されてゆくことを報告します。

解説の便宜として、矯正歯科の診断体系の概説のほか、下記の２症例を提示します。

(1) 舌と口腔周囲筋のバランス・中顔面の骨格的な改善を治療目標とした上顎前突開

咬症例（女性、7歳4ヶ月）。Cervical traction および Lip bumper を採用。

(2) 下顎智歯が比較的深部に水平埋伏し、口腔周囲筋の締めつけが強く、歯列は強度

の叢生を呈する症例（女性、26歳0ヶ月）。下顎智歯の歯冠摘出術を施行。下唇の

圧力を奥歯の移動に利用する Looped ユーティリティアーチを採用。

なお、矯正歯科臨床の範疇であえて「原理」を定義するならば、「おおむねの場合にお

いて適用は差し支えないが、例外もある」という内容になります。例外を前提とするのは、

遺伝の複雑さ、成育中の環境因子の影響、ときには口腔諸筋群の活動を乱す扁桃肥大

やアレルギー性鼻炎の関与等が絡んだ結果として、現在の歯列や顔貌があるからです。

矯正歯科治療で発生する不可逆的な臨床問題の過半は、「生物学原理」からの逸脱に

原因します。問題の解決のためにさらなる臨床技術を行使したとしても、治療の方向性と

危険性察知のプログノーシスが当初から見失われているために、その努力は問題を複雑

化するだけです。

診療科における生物学原理を存分に活用しても、なお、構造医学を慎重に援用するこ

との意味がここにあります。

５
Annual Meeting in TOKYO

26th
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菅沼病院は長野県飯田市にある32床の病院であり、標榜している科は内科・小児科・リハビリ

テーション科です。

飯田市は人口約10万人の都市で、整形外科は13件、整骨院・接骨院は約50件あります。私

は2013年から飯田市に移り住み、当初は自由診療で構造医学的診療を行っておりましたが、

2018年2月より運動器リハビリテーションⅡ(2021年4月からはⅠ)として理学療法士と保険診療

で構造医学的診療を開始しました。自由診療というだけで患者が診察を敬遠してしまう傾向が

あると感じ、より多くの患者を治療したいという気持ちから保険診療に切り替えました。保険診療

ですと、運動器リハビリテーションⅡは20分1単位170点(Ⅰは185点)であり、時間単位の治療と

なります。

当院では医師である私と5名の理学療法士が勤務しております。

2018年に始めた当初は、理学療法士も2名で、外来リハビリテーションの患者は1週間に3-4

人の患者のみでしたが、現在では理学療法士も5名に増え、外来患者も1日に平均20-35名に

増えております。

他、2021年からは往診によるリハビリテーションも行っています。2021年4月の外来新規患者

は24名であり、往診は月に20回ほど行っております。

飯田に来て早7年、地域に根ざして診療を行えていると感じています。その中には、整形外

科やリハビリテーション科的な患者ではなく、一般的には不定愁訴とされ治療法がないと言わ

れてしまう患者や、私が内科で診察して原因検索や治療を行ったけれども治療しきれなかった

患者もいました。

その中から、今回は内科や小児科で異常なしとされたり治療が奏効しなかった症例、また当

院での治療内容や、全員で診療をするうえで大切にしている事を発表します
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構造医学の沿革によると、吉田勧持先生の業績として1981―85年に硬膜脳髄反射が発見さ

れ、解剖学・臨床的にまとめられたとされる。

第24回学会にて硬膜脳髄反射による脳偏移、頚部スクリーニングテストにおける頸椎及び顎

口腔系の整合性について報告し、硬膜（髄膜）が解剖学的に脳偏移を起こしうる組織であり、

張度やバランスが重要であること、上位頸椎及び顎関節のスクリーニング状況と頭蓋叩打音、

頭痛または頚部における臨床症状との相関性が確認できた。

また、第25回大阪学術会議にて、同施設の東良彦先生より「ベリポック砧による髄膜反射の

臨床からの考察」の報告があり、頭蓋内のレプトンと臨床像の関連性が示唆された。しかし、硬

膜脳髄反射による臨床報告は未だ少ないのが現状である。

頭頸移行部、上位頸椎の異常は頭痛やめまいなどの不定愁訴群を惹起するものが多く、交

通事故における外傷性頚部症候群やバレリーウー症候群との関連性が指摘されている。

また、1998年に発表された上位頸椎の投射領域図によると第二頸椎の投射領域は間脳及

び視床下部といった範囲に当てはまるところである。

間脳または視床下部は「脊椎動物では脳内の間脳・視床下部が統合系として重要な機能を

司っていて、摂食行動、飲水行動、生殖行動などの本能行動の中枢とされている。」との記述

もあり、自律神経やホルモンの中枢で生存のための基幹部分に相当する場所でもある。

臨床的な側面から見ても、自律神経失調症や不定愁訴症候群との関りが強く、患者を平癒

へと導くうえでは大変重要な場所であると考えられる。

硬膜脳髄反射がこういった場所に関与することが推察され、臨床の中でも経験しているとこ

ろである。

今回も同様に検証と考察を行い、報告する。
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はじめに

構造医学を学んで18年。

自分なりに勉強してきたつもりだがなかなか頭と身体が追いつかず、学んだ事を活かしきれず

にいた。それでも講義で教えて頂いたことを中心に、また療具や処置台の進化のお陰で治療

効果が出ていたように思っていた。

その時期に、自身の母親の治療にあたる中で、貴重な経験をしたのでここに報告する。

●2019年10月当時の状況

母親（当時77歳）が老老介護のストレスから体調を崩し、発熱、食欲不振、体重減少、倦怠感、

うつ症状、全身の筋肉痛や手足のむくみ、右手の手根管症候群、左手母指のばね指、両側性

の肩関節や股関節・膝関節の痛みや腫れと可動域制限、頚椎可動域制限、腰部すべり症など、

多くの症状を訴え近所のクリニックで検査を重ね【リウマチ性多発性筋痛症】と診断された。

現代医学ではステロイド薬による治療が主であるが、副作用で骨粗鬆症のリスクが上がるこ

とや再発の恐れがあることから、骨密度が低かった母親は投薬を断り、私がその治療にあたる

ことになった。※当時はこの様に発表することは考えておらず、患者の状況を写真等で記録し

ていないので、お見せすることができないことをご了承いだきたい。

●経過

治療にあたり、これまで構築してきた事がほぼ役に立たなかった為、治療方法を再構築すべ

く自身の考え方や治療内容を見直した。

講義での吉田先生のお話や諸先生方からの体験談やアドバイスをいただく事で、考え方や

治療内容を修正し、現在母親は日常生活が概ねできるまでに回復した。

●今回の発表にあたり、当時のことを振り返る

改めて吉田先生の時代を読む力に感服し、構造医学を学んできたからこそ患者との向き合

い方や、発想の転換が出来たことに感謝の念が絶えない。

「統合的な視野からとらえ演繹論的手法を駆使して、構成体全体 (構造) として本質を見極

めんとする学問であり実践論である。※構造医学大要抜粋」にあるように全体を見ていく事の

大切さと自身の視野の狭さを改めて思い知った。
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私は、千葉県千葉市にて整骨院を開業していますが、これまでは比較的若い年齢層の方が
来院されていました。しかし、ここ数年は高齢化の進行や、昨年の新型コロナウィルスの感染防
止対策として要請された外出自粛や緊急事態宣言以降の運動不足からか、高齢の患者さんを
診る機会が増えました。また、その中でも変形性膝関節症については、以前に対応してきたも
のと違和感を覚えていました。
数か月前に遭遇した変形性膝関節症も、その違和感に対応を迷いながらも、これまで学ん

できた構造医学の考え方を基に取り組みました。『患者さんの無意識（癖）を意識下に昇らない
よう、どう改善に向かわせられるか』を模索しながら実践した経過や、私なりの気づきがありまし
たので報告させていただきます。
【報告内容】

①症例：72歳 女性 介護職員（兼 送迎運転手）。変形性膝関節症。

②これまで約10年間に通院した病院や治療院での対応

関節液抜去とヒアルロン酸注入を月に1回。他動によるストレッチと下肢ウエイト使っての筋

力トレーニング。マッサージベッド（伏臥位）で腰部・大腿部・下腿部を中心にマッサージ。

鍼灸治療（選穴された経穴は、本人の記憶を基に推測しました。抜けている箇所や実際の

取穴部位とは異なる可能性があります。）鍼（犢鼻・委中・血海・殷門・足三里）、灸頭鍼（殷

門・承山・腎兪）、パルス鍼（陰市―足三里・血海―陰陵泉）

③来院当初の本人の訴え

立ち上がる際や歩行時に痛みが強くなり、日常生活（家事など）や仕事にも支障が出る。

病院にて関節液を抜去後、ヒアルロン酸注入を受けても痛みが取れない。手術を勧められ

たが、手術以外の選択肢を求めて当院を来院した。

④初検の状態

手すりや杖がない状態では、立ち上がりや歩行が困難であった。また、両側とも変形・腫

れ・疼痛が強く、僅かに熱感を帯びており、下肢全体（特に膝を含む下腿部）の皮膚の状

態は乾燥気味で硬化し、色が悪くなっていた。

【当院での施術と使用】

①才差式鏡面転子、ベリポック砧、リダクター（各種）、構柱非観血外科処置台、ミルキング

アクション装置、キネティックフロー、ウォーターバッグⅡ型、水圧式骨盤クランク整復負

荷バッグ、ルーロー柱状架台

②施術内容（施術時間：１回平均45分～60分）

・8月19日初診～10月前半：ミルキングアクション（徒手運動40分、初診日のみ機械運動

にて対応）、ＷＢ体操（才差式鏡面転子を併用）。最後に膝関節にベリポック砧を当てる。

・10月後半～1月前半：ミルキングアクション装置（機械運動40分。初診日のみ機械運動

にて対応）ルーロー柱状架台を使用し面圧整復。最後に膝関節にベリポック砧を当てる。

・１月後半～4月前半：散歩（途中でＷＢ体操行う）30分、ルーロー柱状架台・才差式鏡面

転子を使用した整復。脊柱非観血外科処置台でリダクター（各種）を使用した整復。
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パンデミックによる外出自粛や3密（密閉・密室・密接）を避ける社会生活に変化し、一部の医
術的処置も敬遠された。しかし、脊椎症状は時を待たず民衆に生じ、その解決手段として、一
般市場下で健康器具と分類された製品等を使用し、自己対応される実情もあった。そこで、頚
部を対象とした健康器具を調査したところ、その概ねが牽引作用または点接触加圧を導く概念
を主体として器具の形状に反映されていると分析した。その事実に危惧を抱き、重篤な不定愁
訴にも繋がりやすい頚椎への対応として、概念自体が斬新な手段となる選択肢の必要性を感
じた。そこで、コロナ災禍の終息に予測がつかない現在(2021,5,15)を含め、今後のアフターデ
ジタルとも呼ばれる時代予測からのニーズも推察し、関節潤滑概念に基づき頚椎へ施している
手技（面圧整復法）に内在する応力の具現化を念頭に、術者非接触型の頚椎面接触加圧式
整復器（以下：整復器）の開発に着手した。

【整復器への内在を理想とした5要素】
①形状が応変しつつ氷点下の環境であっても硬化しない材質
②頭頚部を非牽引状態としつつ呼吸運動に同調して頭蓋骨を動的安定支持する機能
③想定不可能な回転・側方等の転位を有する頚椎の状態も考慮しつつ棘突起が一線に集
約的な配列へと促される機能

④頚椎の生理的前弯形状を誘導する機能
⑤支保工の原理に基づいた頚部の支持作用が頚部に存在する全ての関節面を各々近接
させる方向に潤滑圧を導く機能

【5要素への対応策】
（要素1への対応）整復器の材質として形状が経年変化しにくく、炎症時の局所冷却機能も装
備的意図に含めた特殊軟性シリコーンを選択する。
（要素２への対応）整復器の上前部は、仰臥位時に後頭部と接触支持する面積を有し、その
接触載置され自重落下する頭蓋に対して抗力を施しながら適度に沈降応変する横断面X形状
とする。
（要素３への対応）使用時の頭頚部は、仰臥姿勢に伴い幅員が漸次縮小する横断面のV字
形状の整復器に対して徐々に密接しつつ沈降載置され、載置後に対面で並走する2連の曲面
アーチ形状を装備した整復器が使用者の頭頚部後面を左右方向から加圧支持する。
（要素４への対応）非使用状態において整復器中心核部の縦断面が、下方凸の楕円類似形
状を形成し、頭蓋質量荷重後の中心核部縦断面が、上方凸の楕円類似形状へと形状変化を
促す整復器の外殻構造とする。
（要素５への対応）整復器前面において上下を貫く中央部に、頚椎棘突起と整復器が非接触
状態を促される凹部を形成し、環椎後頭関節・頚椎と胸椎の移行部および頚椎椎間関節の全
域に対し左右方向から接触加圧する支持構造とする。

【検査法および検証】
対策案から完成した整復器の検証をする為に「個の環境」による自己対応も想定した「他者

非介入型頚椎検査法」を提示し、その検査法による使用前後の比較試験（治験）を実施した。
本論文の意図は、処置としての「体表面からの面圧法」の社会的認知度の拡大と、連綿と継

承される牽引療法のエビデンス再検討に繋がる可能性に加え、昨今の社会事情から後世の施
術モデルを鑑み、手技代用器具によるオンライン施術の実現化も期待している。
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日本構造医学会は“開かれた学会”を目指し
ており、形式や硬直性を排し、エントリーに
おいて資格等の制限はありません。
実際に患者自身による発表が行われるなど資
格・専門・学歴障壁は取り去られ、様々な分
野で活躍される会員からの発表や実態を踏ま
えた現場からの提言がなされ、多くの会員の
皆様にとって医学的士気を高める場となって
います。
第 回東京学術会議の開催からは本学会の

柔軟な特色をさらに推し進めるため、新しく
「座長カンファレンス」と題して、座長、演
者および聴講者の全員が参加できるプログラ
ムが誕生しました。
構造医学会員が直に交流できる貴重な時間の
中で活気あふれる意見交換が行われるとして、
参加された方々より好評を得ています。

学術会議で発表された一般演題の本稿は、
「日本構造医学会学術会議論文集（本稿）」
として開催会毎に発刊し、国の主管する国立
研究開発法人科学技術振興機構の正規論文と
して収蔵されています。

TEL 096-212-8288 FAX 096-364-9910

エントリーに関する問い合わせ先

エントリー方法がご覧いただけます。
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