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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
前回、１月１日号では「新たな原理を提案す
る❶」 として、
今後の人類の生きる基準を大枠明示しまし
た。
今回は、
「新たな原理を提案する」に至る道
のりを述べてゆくことにします。

＝

り入れ・消化・吸収・排泄がないと生きてはい
けません。死んでしまいます。
膜内の内部環境を維持し、
「いのち」をつな
ぐ「はたらき」の出発点はここにあります（図
３「からだ」の「しくみ」の基本）
。

表４

からだ＞ウイルス

ROB 理論に

①「からだ」の「しくみ」が

もとづく

⇒

① ROB 治療（内臓調整）
②総合的免疫を生む実技
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
③日常生活処方
特に表１の① ~ ⑦に対応

スムーズに「はたらく」状態

⇒

②「上腹部がやわらかい」状態
③「呼吸・循環・自律神経・
人体力学・内臓全般の動き」
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
よく「はたらく」状態
⑥「自然治癒力」がある状態

図1

図2

【Ⅳ われわれの「からだ」の「しくみ」の目
的は子孫によりよい「いのち」をつなぐところ
にある】
40 億年培ってできつつあるわれわれの「か
らだ」の「しくみ」の基本は
生まれ、成長し、子を育て、老化し、死に行
くことによって子孫によりよい「いのち」をつ
なぐところにあります。われわれ人類にも、他
の生き物と同じことが言えます。

【Ⅰ 150 億年の歴史をもつ「からだ」
】
右に掲げた図１
「人体に宿る歴史」
・
表１「地球史年表」
・図２
「生命と地球の共進化」 【Ⅴ その「からだ」の「しくみ」がスムーズ
をご覧ください。現在の私たちの存在を振り
に「はたらく」状態では、
「上腹部がやわらかい」
返ってみると、
状態である】
以下の関係が成り立ちます。
● 150 億年前とされる宇宙の誕生
①「からだ」の「しくみ」がスムーズに「はた
● 45 億年前とされる地球の誕生
らく」状態
● 40 億年前とされる生命の誕生
②「上腹部がやわらかい」状態
● 500 万年前とされる人類の誕生
③「呼吸・循環・自律神経・人体力学・内臓全
● １万年前とされる農耕牧畜文明の誕生
般の動き」が良い状態
④「総合的免疫力」がある状態
という歴史的事実があります。
⑤「自然免疫・獲得免疫」がよく「はたらく」
私たちは、これらの歴史を「からだ」に内包
状態
しつつ今ここにあるのです。私たちの一人ひと
⑥「自然治癒力」がある状態
りの「からだ」には、実に 150 億年の歴史がき
ざみこまれているのです。そして、また次なる
そのため、予防・治療・ケアー・死の看取り
歴史を未来に刻みこんでゆくのです。
に、的確に生かすことができます。

表１
図３

【Ⅱ

150 億年の歴史をもつ「からだ」が語る】 【Ⅵ 人生を楽しむー日々の生活が豊かになる】
また、それ以上に大事なことは
そもそも 40 億年にわたって形づくられてきた
「呼吸・循環・自律神経・人体力学・内臓全
「からだ」全体の「しくみ」があります。
般の動き」が良い状態となるため、
幾多の困難を乗り越えてきた痕跡が、我々の
〇知らないうちに持続力がつき、
「からだ」に残されています。
〇自然と没頭できる自分を意識し、集中力が生
われわれの「からだ」そのものが 40 億年の
まれ、
進化としての現場です。
わたしがその現場です。 〇意識せずともポンポンと発想がわき、
あなたがその現場です。現場である「からだ」 〇「からだ」は、計算せずとも一番合理的な動
の声にすなおに耳を傾けることが科学的という
きとなり、
ことです。客観的ということです。
〇段取りが良くなり、ヒトへの気づき等も自然
と生まれてきます。
【Ⅲ 「からだ」
の
「しくみ」
の基本は
『入りと出』
】
考えなくともベストの選択がされることに驚
原初の生命から 40 億年連綿とつづく「から
かされます。いわゆる大局観が生まれます。
だ」の「しくみ」の最たるものは、
『生命体を
生活そのものがメリハリのきいたものになっ
つつむ膜から物質を取り入れ、必要なものを吸
てきます。
収し、不要なものを排泄する』という生命体そ
人生を楽しめることになってきます。
のものが生き抜くための「はたらき」です。取
（表２「人は楽しむために生まれてきた」
）

大阪万博に基本理念を提案する

表２

26

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

＝
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重症化しない

ス ム ー ズ に『 は た ら か な い 」

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

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

①「からだ」の「しくみ」が

〒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

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

邦彦

表１

石垣

感染しやすい
重症化しやすい

＝

表２

令和４年２月15日（火曜日）

たまごビル
院 長

新たな原理を提案する❷
今後の人類の生きる基準は
「からだ」
の
「しくみ」
がスムーズに
「はたらく」
状態にある
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