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ス ム ー ズ に『 は た ら か な い 」

②「上腹部がかたい」状態
③「呼吸・循環・自律神経・
人 体 力 学・ 内 臓 全 般 の 動 き 」

＝

が悪い状態
④「総合的免疫力」がない状態
⑤「自然免疫・獲得免疫」が
はたらかない状態
⑥「自然治癒力」がない状態

日本の国民一人ひとりが、自らの
「からだ」の「しくみ」を生かすこと
で日本を再生する

人類よ、目覚めよ
日本・世界での
新型コロナウイルス対策について
新型コロナ
ウイルス対策について

①高齢者で基礎疾患のある人
②肥満の人
③ヘビースモーカー
④免疫力を低下さすクスリを
服用している人
（解熱剤・ステロイド・

免疫抑制剤・タミフル・
ゾフルーザ・ARB・
カルシューム拮抗剤・睡眠薬・
精神安定剤・抗がん剤・
コレステロール低下剤・PPI 等）
⑤手術後の人
⑥睡 眠不足・過大なストレス・
食べすぎ等の人
⑦病 名が付かなくとも、内臓の
動きの弱い人

ト・表層環境変化・個体地球の変化）と生命と地球
が織りなした共進化とそこから生じた生命現象を根
底にしたうえで、世界的に人類として取るべき基本
的な提案と総合的免疫を生む実技のあることを提案
しました。
今回は、臨床研究から分かってきた重症化を防ぐ
具体的な方法を提案してゆきます。
本紙上部の図式を右から左までまずご覧ください。

かたい】

⇒

この場合、ウイルスが「からだ」より強いことに
なります。
①～⑥までの関連性がみられます。
「上腹部がかたい」とこのような特徴が「からだ」
に表れます。
【Ⅲ表１・２の人は、感染しやすく重症化しやすい】
表１・２の「からだ」が表す特徴のある人は、左

②総合的免疫を生む実技

③
「呼吸・循環・自律神経・

１三叉神経・迷走神経反射
２手・足 A β末梢神経刺激法
３静脈還流体操

⇒

が良い状態
④
「総合的免疫力」がある状態
⑤「自然免疫・獲得免疫」が

③日常生活処方
特に表１の① ~ ⑦に対応

よく「はたらく」状態
⑥「自然治癒力」がある状態

⑤については、手術前後に集中的に ROB 治療と

インフルエンザウイルスに対しては、ROB 治療

とに行う。思い出すのは、岡江久美子さんです。乳

と総合免疫を生む実技と日常生活処方で十分に予防

がんの手術後、抗がん剤を服用し、尚且つ

できていました。

放射線

スに対しても感染しにくくなる。
感染しても無症状・

がん剤に放射線療法にのぞむことが必要です。

軽症で終わる。重症化しない。

⑥については、当然のことですが。このようなこ

ろです。器質的疾患が見当たらず、機能的な劣化の
みなので現代医学では診断がつかないのです。いわ
ゆる不定愁訴となってしまうのです。それ以上に患

① ROB 治療（内臓調整）で「からだ」をととのえ、
「上腹部がやわらかい」状態を生む
② ROB 理論にもとづく総合的免疫を生む実技を
おこなう

者が愁訴を訴えると、自律神経失調症という病名が

２手・足 A β末梢神経刺激法
３静脈還流体操

【Ⅴ「上腹部のやわらかさ」が生まれると右の表４
の関係が「からだ」に現れる】
す。間違いなく生まれてきます。体験すると皆さん
例外なく「からだ」でお分かりになられます。いわ

てゆく。

ゆる「腑に落ちる」ことになります。

①については、できるだけクスリを減らす状態を
つくる。
②については、肥満は「からだ」と「こころ」の

福井次矢先生が指摘された「人間の全体像が分から

②総合的免疫を生む実技

遺障害への対策ができることとなる。

今日の結論

ワクチンの良いところを生かしつつ、世界中の

ンダム化比較試験という疫学的なデータを EBM の

人々が ROB 治療と ROB 理論に基づく日常生活処

最も信頼性の高いレベル１の根拠にせざるを得な

方と総合的免疫を生む実技を行うことによって新型

い」ということに通じてきます。

コロナウイルスに対処すればより多くの人々を救う

べ方も大事。

とです。

ことができ、経済活動も正常となる。
大阪万博を通して、この方式が普及することを
たまごビルの目的とする。「からだ」の「しくみ」

これもストレス対策が基

ことです。詳しくは本紙５月 15 日号をご参照くだ

本。暴飲・暴食等は ROB 治療と総合的免疫を生む

【Ⅵ「上腹部のやわらかさ」が生まれ、図式右表４

さい。

実技でストレスを大きく改善することができる。そ

の関係が生まれると、今までのインフルエンザに対

を生かすことが今後の人間社会の最も大きな基準と
なることを提案する。

大阪万博に基本理念を提案する
八尾

第4 期最終分譲開始

〒581-0003 八尾市本町 7 丁目 12-24
ファミリーロード商店街内
☎（072）995-1555
FAX（072）995-1555

③日常生活処

ないから、分子生物学が全盛の時代にあっても、ラ

のものにも非常にあいまいなところがあるというこ

④については、基本的には ROB 治療（内臓調整）

①治療

まさに、平成 17 年 11 月号医療雑誌ニュートンで

ど。そのため、行動療法等も指導する。もちろん食

で「からだ」をととのえることによってほとんどの

そのため、ROB 理論にもとづく

まうと到底理解しにくいことです。

一般的に、よく耳に入りすでに常識化しているの

のため、ぷっつりと煙草をやめることができる。

しかし、重症化を防ぐことは確かであること。

方を行うことによってさらに的確な予防・治療・後

しかし、細分化された現代医学的観点から診てし

と ROB 理論に基づく日常生活処方により

変異したウイルスには、特に感染を防ぐものではな
いこと。

臨床研究によって治療と観察を続けてきた結果で

ROB 理論にもとづく日常生活処方を実行し改善し

クスリを断薬できる。

たこと）

の入院が必要な患者は 0.1％にとどまる。

言葉を変えていえば、客観的と思われるデータそ

図式左の表２をご覧ください。

（インフルエンザワクチンでは、
すでに分かりきっ

酸素吸入が必要な患者は 1.4％で、集中治療室へ

疲労≒ストレスが原因となっている場合がほとん

と傾向】

①ワクチン接種完了率 83％でも感染力が強い変
異株である「デルタ株」の拡大を防げないこと。

ということになります。しかし、
皆さん例外なく
「上

が重症化しやすい方々です。

【Ⅱ「上腹部がかたい」人の「からだ」が表す特徴

シンガポールの例でも良く分かるように

このことから分かることは、ワクチンそのものが

１三叉神経・迷走神経反射

③ヘビースモーカー

以上より結論を述べます。

②しかし、98％は無症状か軽症ですむ。

腹部がかたい」のです。

④免疫力を低下さすクスリを服用している人

①～⑦に共通していることは「上腹部がかたい」

ことになります。

つき、あるいはうつ病ということで、クスリがでる

総合的免疫を生む実技

ROB 治療（内臓調整）と総合的免疫を生む実技

は①の高齢者で基礎疾患のある人です。

つまり、右端に示したごとく、新型コロナウイル

腹部はかたく」なります。十分吟味して手術に、抗

⑦については、現代医学の盲点となっているとこ

覧ください。

しての予防効果と同じことが起こる】

入院してからの総合的免疫を生む実技をことあるご

感染症のみならずどんな病気にもなりえます。

【Ⅳ ROB 理論で重症化をどう防ぐか】

＝

人体力学・内臓全般の動き」

とは「上腹部をかたく」してしまいます。

例えば、表１の①～⑦については、

⑦病名が付かなくとも、内臓の動きの弱い人

②
「上腹部がやわらかい」状態

至ることもある人です。

②肥満の人

⑥睡眠不足・過大なストレス・食べ過ぎ等の人

① ROB 治療（内臓調整）

端に示すように感染しやすく、重症化しやすく死に

①高齢者で基礎疾患のある人

⑤手術後の人

スムーズに「はたらく」状態

療法でさらに免疫力を落とした結果です。当然「上

図式中央の表１を見ていただければ分かるように

③ヘビースモーカー

①「からだ」の「しくみ」が

もとづく

③表１にある①～⑦の「上腹部がかたい」状態を、
【Ⅰ重症化し死に至る人に共通する特徴＝上腹部が

からだ＞ウイルス

ROB 理論に

重症化を防ぐには、中央表１の右となり表３をご
８月・９月号では、地球史年表（生命史のイベン

表４

73

重症化しない

①「からだ」の「しくみ」が

たまご理論で病気
のしくみを考える

感染しても無症状・軽症

重症化し、死に至る人に
共通する特徴＝上腹部がかたい

からだ＜ウイルス

状態

表３



表１

〒581-0061
大阪府八尾市春日町1-4-4
電話072（991）3398
FAX072（991）4498
ホームページアドレス
http://www.tamagobl.com/

感染しにくい

表２

邦彦

感染しやすい
重症化しやすい

＝

重症化しない方法

石垣

提案

令和３年10月15日（金曜日）

たまごビル
院   長

人は楽しむために生まれてきた

▼

（３）
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大駐車場完備
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