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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　温灸器、モーター、移送手段、制御部、入力部、メモリーを含んで構成される温熱治療
器のマッサージパターンの設定方法において、
前記制御部は温灸器を駆動してマッサージされる使用者の全体脊椎をスキャンして頸椎、
胸椎、腰椎、薦椎・尾椎で構成される人間の脊椎に対して、脊椎骨と脊椎骨の間の分節点
を基準点として設定してメモリーに保存する第１ステップ、
前記制御部は人間の疾病または望む治療別に関連される脊椎骨が入力されるとメモリーに
保存する第２ステップ、
前記制御部は前記の基準点がマッサージパターンの開始点と終了点になるように前記の基
準点を中心に前記脊椎骨に対して実際に温灸器がマッサージしながら移動する移動経路が
入力されて、前記の移動経路に沿って温灸器が何回繰り返しながらマッサージをするかが
入力されて人間の疾病または望む治療別にマッサージパターンを設定してメモリーに保存
する第３ステップ、
前記の入力部を通じて疾病または望む治療が入力されれば、前記の制御部は前記のメモリ
ーから該当のマッサージパターンを検索して伝送されて温灸器とモーターを制御して、前
記の設定されたマッサージパターンによりマッサージが行われるようにする第４ステップ
、を含むことを特徴とする温熱治療器のマッサージパターンの設定方法。
【請求項２】
　前記の第２ステップは使用者の疾病または望む治療により関連される臓器または筋肉、
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身体部位が入力される第２－１ステップと、
前記の臓器または筋肉、身体部位が決まれば、前記の臓器または筋肉、身体部位に対応さ
れる脊椎骨が入力される第２－２ステップで構成されることを特徴とする請求項１に記載
の温熱治療器のマッサージパターンの設定方法。
【請求項３】
　前記のマッサージパターンは一つの疾病または治療に対して複数が存在できることを特
徴とする請求項１に記載の温熱治療器のマッサージパターンの設定方法。
【請求項４】
　前記の制御部はモーターに信号値を伝送してマッサージパターン中のマッサージの移動
経路、繰り返し回数、移動速度、マッサージの圧力を制御して、温灸器に信号値を伝送し
て温灸器の温度を制御することを特徴とする請求項３に記載の温熱治療器のマッサージパ
ターンの設定方法。
【請求項５】
　マッサージされる使用者の脊椎の長さ方向に移動する温灸器（１１０）、
モーター（１４０）に連結されていてその回転によりその回転力を伝達して温灸器を移動
させる移送手段（１２６）、
使用者の操作信号が入力されるとこれを制御部に提供する入力部、
温灸器の移動経路、マッサージの回数、温灸器の移動速度、マッサージの圧力、温灸器の
温度などを含むマッサージパターンの情報が保存されるメモリー、
前記の入力部を通じて疾病または望む治療が入力されれば、前記のメモリーから該当のマ
ッサージパターンを検索して伝送され前記温灸器と前記モーターを制御して前記設定され
たマッサージパターンによりマッサージが行われるようにする制御部、を含むとともに、
前記のメモリーには使用者の脊椎に対して、基準点の情報、人間の疾病または望む治療別
に関連される脊椎骨の情報が追加で保存され、
前記の基準点の情報は、前記の制御部が温灸器を駆動して使用者の全体の脊椎をスキャン
して脊椎骨と脊椎骨の間の分節点を基準点として設定し、
前記制御部は前記の基準点がマッサージパターンの開始点と終了点になるように前記の基
準点を中心に前記脊椎骨に対して実際に温灸器がマッサージしながら移動する移動経路が
入力されて、前記の移動経路に沿って温灸器が何回繰り返しながらマッサージをするかが
入力されて人間の疾病または望む治療別にマッサージパターンを設定してメモリーに保存
することを特徴とする温熱治療器。
【請求項６】
　前記の制御部は設定された温灸器の移動経路、移動繰り返し回数、移動速度とマッサー
ジの圧力、温灸器の温度をメモリーに保存することを特徴とする請求項５に記載の温熱治
療器
【請求項７】
　温灸器、モーター、移送手段、制御部、入力部、メモリーを含めて構成される温熱治療
器のマッサージパターンの設定方法において、
前記の制御部は温灸器を駆動してマッサージされる使用者の全体の脊椎をスキャンして頸
椎、胸椎、腰椎、 薦椎・尾椎で構成される人間の脊椎に対して、脊椎骨と脊椎骨の間の
分節点を基準点として設定してメモリーに保存する第１ステップ、
前記の制御部は前記の基準点がマッサージパターンの開始点と終了点になるように前記の
基準点を基準に脊椎の末梢神経の分布により交感神経の区間と副交感神経の区間に区分し
て設定してメモリーに保存する第２ステップ、
前記の制御部は疾病と交感神経と副交感神経の関連程度が入力されるとメモリーに保存す
る第３ステップ、
前記の制御部は交感神経と副交感神経の関連性がある疾病の場合、前記の交感神経の区間
及び／または副交感神経の区間を実際に温灸器がマッサージしながら移動する移動経路が
入力されて、前記の移動経路に沿って温灸器が何回繰り返しながらマッサージをするのか
が入力されてマッサージパターンを設定して保存する第４ステップ、
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前記の入力部を通じて交感神経と副交感神経の関連性のある疾病が入力されれば、前記の
制御部は前記のメモリーからマッサージパターンを検索して伝送されて温灸器とモーター
を制御して前記設定されたマッサージパターンによりマッサージが行われるようにする第
５ステップ、を含むとこを特徴とする温熱治療器のマッサージパターンの設定方法。
【請求項８】
　第３ステップにおいて、前記のマッサージパターンには温灸器の移動速度、マッサージ
の圧力、温灸器の温度が含まれることを特徴とする請求項７に記載の温熱治療器のマッサ
ージパターンの設定方法。
【請求項９】
　第３ステップにおいて、前記のマッサージパターンには交感神経の区間と副交感神経の
区間をすべてマッサージする必要がある場合にどの区間を先にマッサージするのかに関す
る順番が含まれることを特徴とする請求項７に記載の温熱治療器のマッサージパターンの
設定方法。
【請求項１０】
　交感神経のマッサージの圧力は副交感神経のマッサージの圧力より強いことを特徴とす
る請求項７に記載の温熱治療器のマッサージパターンの設定方法。
【請求項１１】
　交感神経の区間と副交感神経の区間をすべてマッサージする必要がある場合、交感神経
マッサージをした後に副交感神経をマッサージすることを特徴とする請求項８に記載の温
熱治療器のマッサージパターンの設定方法。
【請求項１２】
　温灸器、モーター、移送手段、制御部、入力部、メモリーを含めて構成される温熱治療
器のマッサージパターンの設定方法において、
前記の制御部は温灸器を駆動してマッサージされる使用者の全体の脊椎をスキャンして頸
椎、胸椎、腰椎、薦椎・尾椎で構成される人間の脊椎に対して、脊椎骨と脊椎骨の間の分
節点を基準点として設定してメモリーに保存する第１ステップ、
前記の制御部は人間の疾病または望む治療別に関連される灸点及び指圧点の位置が入力さ
れるとメモリーに保存する第２ステップ、
前記の制御部は前記の灸点に対して灸の強度、灸の温度、灸の時間が入力されると前記の
基準点がマッサージパターンの開始点と終了点になるように前記の基準点を中心に灸のパ
ターンを設定してメモリーに保存する第３ステップ、
前記の制御部は前記の指圧点に対して指圧の強度、指圧の時間、指圧の形態が入力される
と前記の基準点がマッサージパターンの開始点と終了点になるように前記の基準点を中心
に指圧のパターンを設定してメモリーに保存する第４ステップ、
前記の入力部を通じて疾病の選択により、前記の制御部が温灸器を移動経路に沿って移動
しながらマッサージして、予め設定された灸点及び指圧点が位置する基準点に到達するよ
うになれば、メモリーから該当の灸のパターンと指圧のパターンを検索して伝送されて、
温灸器とモーターを制御して前記の灸のパターンと指圧のパターンにより灸及び指圧を実
行する第５ステップを、含むことを特徴とする温熱治療器の灸及び指圧のパターンの設定
方法。
【請求項１３】
　前記の第２ステップで前記の灸点及び指圧点は基準点に位置することを特徴とする請求
項１２に記載の温熱治療器の灸及び指圧のパターンの設定方法。
【請求項１４】
　前記の第４ステップで前記の指圧の形態は左右振動、上下振動、回転、混合に分けられ
ることを特徴とする請求項１３に記載の温熱治療器の灸及び指圧のパターンの設定方法。
【請求項１５】
　温灸器、モーター、移動手段、制御部、入力部、メモリーを含めて構成される温熱治療
器のマッサージモードの設定方法において、
前記の制御部は温灸器を駆動してマッサージされる使用者の全体の脊椎をスキャンして頸
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椎、胸椎、腰椎、薦椎・尾椎で構成される人間の脊椎に対して、脊椎骨と脊椎骨の間の分
節点を基準点として設定してメモリーに保存するスキャンモードを遂行する第１ステップ
、
前記の制御部はマッサージの刺激を脊椎が負担なく十分に受け入れられるように全体の脊
椎の神経または筋肉の緊張をほぐすパターンが前記の基準点がマッサージパターンの開始
点と終了点になるように前記の基準点を中心に入力されて組み合わせて予備モードを設定
してメモリーに保存する第２ステップ、
前記の制御部は疾病により治療のために疾病と関連される脊椎骨、灸点、指圧点を中心に
予め設定されたパターンが前記の基準点がマッサージパターンの開始点と終了点になるよ
うに前記の基準点を中心に入力されて組み合わせて治療モードを設定してメモリに保存す
る第３ステップ、
前記の制御部は自律神経のバランスを誘導してマッサージ後の自然な生活ができるように
コンディションを正常化するためのパターンが前記の基準点がマッサージパターンの開始
点と終了点になるように前記の基準点を中心に入力されて組み合わせて終了モードを設定
してメモリーに保存する第４ステップ、
前記の入力部を通じて疾病または望む治療が入力されると、前記のスキャンモード、予備
モード、治療モード、終了モードにより制御部は順番にモーター及び温灸器を制御する第
５ステップ、を含むことを特徴とする温熱治療器のマッサージモードの設定方法。
【請求項１６】
　前記の第１ステップで前記のスキャンモードは、移動速度は下、１回往復の単一パター
ンで構成されることを特徴とする請求項１５に記載の温熱治療器のマッサージモードの設
定方法。
【請求項１７】
　前記の第３ステップで前記の治療モードは疾病と関連される脊椎骨を集中的にマッサー
ジする集中パターン、全体の脊椎をマッサージする全体のパターン、疾病と関連される脊
椎骨の付近領域まで含めてマッサージする領域パターン、人体の特定部位と関連される脊
椎骨をマッサージする部位別のパターン、交感神経の区間をマッサージする交感神経のパ
ターン、副交感神経の区間をマッサージする副交感神経のパターン、疾病と連関される灸
点に灸をする灸のパターン、疾病と連関される指圧点に指圧をする指圧パターンの中に複
数のパターンを選択して構成されることを特徴とする請求項１５に記載の温熱治療器のマ
ッサージモードの設定方法。
【請求項１８】
　前記第４ステップで前記の終了モードは自律神経のバランスを誘導する副交感神経のパ
ターン、弛緩された筋肉を正常化する覚醒パターン、覚醒されている神経を緩和する緩和
パターンの中でパターンを選択して構成されることを特徴とする請求項１５に記載の温熱
治療器のマッサージモードの設定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は温熱治療器のマッサージパターンの設定方法に関するものである。より詳細に
は、疾病により関連される脊椎骨を集中的にマッサージできるように温灸器の移動を疾病
によりパターン化することで、疾病を選択すれば自動的に疾病によるカスタマイズ型マッ
サージができるように設定されたマッサージパターンにより、モーターが温灸器を駆動す
るようにする温熱治療器のマッサージパターンの設定方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　人体の中枢神経は脊椎を通じて身体の各部に伝達され、従って脊椎の周囲は各種の成人
病はもちろん心臓、肺、胃腸などの各種臓器の活動と関係される主要な経穴が散在されて
いて漢方では昔から免疫機能の強化や身体的な痛みの軽減ないし治療予防のための脊椎経
穴に対する指圧や灸などが針術と一緒に広く施術されてきました。最近には一般家庭でも
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このような治療効果を狙って温熱治療器が普及・使用されている。
【０００３】
　一般的に、指圧と温熱で脊椎の疾病を治療する温熱治療器はランプが内蔵された指圧球
を水平に移動させながら脊椎側の経絡と経穴を刺激するようにされていて、ランプから発
散される遠赤外線は皮膚の深くまで浸透する性質があって針の効果を得て、電熱では灸の
効果を得ながら、指圧球は指圧効果を持つようにしたものである。
【０００４】
　しかし、従来の温熱治療器は単純に健康のために脊椎を全体マッサージをするという概
念から抜け出されていなくて、健康のために個人の疾病、健康の状態、求める治療効果に
よりマッサージが一層特定化されて細密に行われていない問題点を持っている。
【０００５】
　言い換えると、従来の温熱治療器はすべての使用者が同一で定型化された一般的なマッ
サージパターンによりマッサージを受けることになるところ、消化器が弱ったり、肥満で
あったり、不眠症に苦しめられたりする使用者のように一層特定化されたマッサージを求
める人には治療効果を創出できない短所を内包していた。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は前記の従来技術の諸般問題点を解決するためのものであり、その目的は疾病に
よりカスタマイズ型マッサージパターンを設定することにより、その人に合わせて特定化
された細部マッサージパターンにより温熱治療に利用するようにする温熱治療器のマッサ
ージパターンの設定方法を提供することにある。
【０００７】
　また、その目的は末梢神経の分布による交感神経の区間と副交感神経の区間を区分して
表示しておいて、疾病により関連される交感神経の区間及び副交感神経の区間を集中的に
マッサージできるようにカスタマイズ型マッサージパターンを設定することにより、その
人に合わせて特定化された細部マッサージパターンにより温熱治療に利用できるようにす
る温熱治療器のマッサージパターンの設定方法を提供することにある。
【０００８】
　また、その目的は疾病により脊椎骨と脊椎骨の間の分節点に灸点及び指圧点を設定して
おいて、温灸器が予め設定された移動経路を移動しながら灸点及び指圧点に到達すると灸
及び指圧をできるように灸のパターン及び指圧のパターンを設定することにより、疾病の
治療を目的にする灸及び指圧ができるようにする温熱治療器の灸及び指圧パターンの設定
方法を提供することにある。
【０００９】
　また、その目的は全体のマッサージの時間をスキャンモード、予備モード、治療モード
、終了モードに分けて、設定して、マッサージの実行の際にそれぞれのモードに設定され
ているパターンにより温灸器の移動及びマッサージを順番に遂行するようにすることで、
疾病の治療を目的とするマッサージが効果的に遂行されるようにする温熱治療器のマッサ
ージモードの設定方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の目的を達成するための本発明による温熱治療器のマッサージパターンの設定方
法は温灸器、モーター、移送手段、制御部、入力部、メモリーを含めて構成される温熱治
療器のマッサージパターンの設定方法において、前記制御部は温灸器を駆動して使用者の
全体の脊椎をスキャンして頸椎、胸椎、腰椎、薦椎・尾椎で構成される人間の脊椎に対し
て、脊椎骨と脊椎骨の間の分節点を基準点として設定してメモリーに保存する第１ステッ
プ、前記制御部は人間の疾病または望む治療別に関連される脊椎骨が入力されるとメモリ
ーに保存する第２ステップ、前記制御部は前記基準点を中心に前記の脊椎骨に対して実際
に温灸器がマッサージしながら移動する移動経路が入力されて、前記の移動経路に沿って
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温灸器が何回繰り返しながらマッサージをするのかが入力されて人間の病気または望む治
療別にマッサージのパターンを設定してメモリーに保存する第３ステップ、前記入力部を
通じて疾病または望む治療が入力されれば、前記の制御部は前記のメモリーから該当のマ
ッサージパターンを検索して伝送されて温灸器とモーターを制御して、前記の設定された
マッサージパターンによりマッサージが成り立つようにする第４ステップを含めて構成さ
れることを特徴とする。
【００１１】
　また、温熱治療器のマッサージパターンの設定方法は、温灸器、モーター、移送手段、
制御部、入力部、メモリーを含めて構成される温熱治療器のマッサージパターンの設定方
法において、前記の制御部は温灸器を駆動して、使用者の全体の脊椎をスキャンして 頸
椎、胸椎、腰椎、薦椎・尾椎で構成される人間の脊椎に対して、脊椎骨と脊椎骨の間の分
節点を基準点として設定してメモリーに保存する第１ステップ、前記の制御部は前記の基
準点を基準に脊椎の末梢神経の分布により交感神経の区間と副交感神経の区間に区分して
メモリーに保存する第２ステップ、前記制御部は疾病と交感神経と副交感神経の関連程度
が入力されて、メモリーへ保存する第３ステップ、前記制御部は疾病と交感神経と副交感
神経の関連性がある疾病の場合、前記の交感神経の区間及び／または副交感神経の区間を
実際の温灸器がマッサージしながら移動する移動経路が入力されて、前記の移動経路に沿
って温灸器が何回繰り返しながらマッサージをするのかが入力されてマッサージパターン
を設定して保存する第４ステップ、前記の入力部を通じて交感神経と副交感神経との関連
性のある疾病が入力されれば、前記の制御部は前記のメモリーからマッサージパターンを
検索して伝送されて温灸器とモーターを制御して前記の設定されたマッサージパターンに
よりマッサージが行われるようにする第５ステップを含めて構成されることを特徴とする
。
【００１２】
　また、温熱治療器の灸及び指圧パターンの設定方法は、温灸器、モーター、移送手段、
制御部、入力部、メモリーを含めて構成される温熱治療器のマッサージパターンの設定方
法において、前記の制御部は温灸器を駆動して使用者の全体の脊椎をスキャンして頸椎、
胸椎、腰椎、薦椎・尾椎で構成される人間の脊椎に対して、脊椎骨と脊椎骨の間の分節点
を基準点として設定してメモリーに保存する第１ステップ、前記の制御部は人間の疾病ま
たは望む治療別に関連される灸点及び指圧点の位置が入力されてメモリーに保存する第２
ステップ、前記の制御部は前記の灸点に対して灸の強度、灸の温度、灸の時間が入力され
て灸のパターンを設定してメモリーに保存する第３ステップ、前記の制御部は前記の指圧
点に対して指圧の強度、指圧の時間、指圧の形態が入力されて指圧のパターンを設定して
メモリーに保存する第４ステップ、前記の入力部を通じた疾病の選択により、前記の制御
部が温灸器を移動経路に沿って移動しながらマッサージをして、予め設定された灸点及び
指圧点が位置する基準点に到達するようになれば、メモリーから該当の灸のパターンと指
圧のパターンを検索して伝送して、温灸器とモーターを制御して前記の灸のパターンと指
圧のパターンにより灸及び指圧を実行する第５ステップを含むことを特徴とする。
【００１３】
　また、温熱治療器のマッサージモードの設定方法は、温灸器、モーター、移動手段、制
御部、入力部、メモリーを含めて構成される温熱治療器のマッサージモードの設定方法に
おいて、前記の制御部は温灸器を駆動して使用者の全体の脊椎をスキャンして、頸椎、胸
椎、腰椎、薦椎・尾椎で構成される人間の脊椎に対して、脊椎骨と脊椎骨の間の分節点を
基準点として設定してメモリーに保存するスキャンモードを遂行する第１ステップ、前記
の制御部はマッサージの刺激を脊椎が負担なく十分に受け入れられるように全体の脊椎神
経または筋肉の緊張を解くパターンが入力されて組み合わせて予備モードを設定してメモ
リーに保存する第２ステップ、前記の制御部は疾病により治療のために疾病と関連される
脊椎骨、灸点、指圧点を中心に予め設定されたパターンが入力されて組み合わせて治療モ
ードを設定してメモリーに保存する第３ステップ、前記の制御部は自律神経のバランスを
誘導してマッサージ後の自然な生活ができるようにコンディションを正常化するためのパ
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ターンが入力されて組み合わせて終了モードを設定してメモリーに保存する第４ステップ
、前記の入力部を通じて疾病または望む治療が入力されると、前記のスキャンモード、予
備モード、治療モード、終了モードにより制御部は順番にモーター及び温灸器を制御する
第５ステップを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　以上で説明したように、本発明による温熱治療器のマッサージパターンの設定方法は、
マッサージパターンを設定するための基準点を設定して疾病毎に連関された脊椎骨を決定
して前記の基準点を中心に前記の脊椎骨をマッサージできるようにマッサージパターンを
設定することによって、人ごとに違う疾病、健康状態、望む治療により温熱器を制御しな
がらマッサージを受けることができるため個人別カスタマイズ型マッサージができて、疾
病治療により優れた効果がある。
【００１５】
　また、本発明による温熱治療器の疾病別マッサージパターンの設定方法は、末梢神経の
分布による交感神経の区間及び副交感神経の区間を区分して表示しておいて疾病により関
連される交感神経の区間及び副交感神経の区間を集中的にマッサージできるようにカスタ
マイズ型マッサージパターンを設定することによって、人ごとに違う疾病、健康状態、望
む治療により温熱器を制御しながらマッサージを受けることができるため個人別カスタマ
イズ型マッサージができて疾病治療により優れた効果がある。
【００１６】
　また、本発明による温熱治療器の灸及び指圧パターンの設定方法は、疾病により脊椎骨
と脊椎骨の間の分節点に灸点及び指圧点を設定しておいて、温灸器が予め設定された移動
経路を移動しながら灸点及び指圧点に到達されば灸及び指圧ができるように灸のパターン
及び指圧のパターンを設定することによって、人ごとに違う疾病、健康状態、望む治療に
より温熱器を制御しながら灸及び指圧を受けることができるため個人別カスタマイズ型灸
及び指圧が可能で疾病の治療により優れた効果がある。
【００１７】
　また、本発明による温熱治療器のマッサージモードの設定方法は、全体のマッサージの
時間をスキャンモード、予備モード、治療モード、終了モードに分けて、設定して、マッ
サージの実行の際に各モードに設定されているパターンにより温灸器の移動及びマッサー
ジを順番に遂行するようにすることによって、人ごとに違う疾病、健康状態、望む治療に
より温熱器を制御しながらマッサージを受けることができるため個人別カスタマイズ型マ
ッサージが可能で疾病の治療により優れた効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】一般的な人の脊椎を示した図面である。
【図２】本発明によるマッサージパターンを設定するフローチャートを示した図面である
。
【図３】本発明によるマッサージパターンを設定するための基準点の一実施例を図示した
図面である。
【図４】本発明による疾病と脊椎骨の連関関係の一実施例を説明する図面である。
【図５ａ】本発明による疾病に伴うマッサージパターンの一実施例を示した図面である。
【図５ｂ】本発明による疾病に伴うマッサージパターンの一実施例を示した図面である。
【図６】本発明による温熱治療器の一実施例を示す側面図である。
【図７】本発明によるマッサージパターンを設定するフローチャートを示した図面である
。
【図８】本発明による交感神経の区間と副交感神経の区間の一実施例を説明する図面であ
る。
【図９】本発明による疾病別交感神経と副交感神経との関連性の一実施例を説明する図面
である。
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【図１０】本発明による疾病による交感神経と副交感神経のマッサージパターンの一実施
例を示す図面である。
【図１１】本発明による灸及び指圧パターンを設定するフローチャートを示した図面であ
る。
【図１２】本発明による疾病と灸点と指圧点との連関関係の一実施例を説明する図面であ
る。
【図１３ａ】本発明による疾病にともなう灸及び指圧パターンの一実施例を示す図面であ
る。
【図１３ｂ】本発明による疾病にともなう灸及び指圧パターンの一実施例を示す図面であ
る。
【図１４】本発明によるマッサージモードを設定するフローチャートを示す図面である。
【図１５】本発明によるマッサージモードの一実施例を示す図面を図示した図面である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　このように構成された本発明に添付された図面を参照して詳細に説明すると次のように
なる。
【００２０】
　図１は一般的な人の脊椎を示した図面で、脊椎は大きく頸椎（cervical vertebra）、
胸椎（thoracic vertebra）、腰椎（lumber vertebra）、 薦椎・尾椎（sacrum/coccyx）
で分類される。図面で表したように、頸椎は１番－７番の骨であり、頭痛、不眠症、視神
経、耳病、歯、めまいなどの自律神経機能と関連がある。胸椎は８番－１９番であり、心
臓の機能、消化の機能、血管の収縮、内臓の疾患などの自律神経機能と密接な連関がある
。腰椎は２０番－２４番であり、大腸炎、下痢、便秘、下腹部の痛み、腰痛、座骨神経痛
、前立腺、膀胱の疾患などの自律神経機能と関連がある。薦椎・尾椎は２５番－３０番を
示して、生殖器、前立腺、痔疾、直腸などの自律神経機能と関連がある。
【００２１】
　［実施例１］
　図２はマッサージパターンを設定するフローチャートを示す図面である。
【００２２】
　一つ目のステップで、まずマッサージパターンを設定するために全体の脊椎を対象に基
準点を設定して保存する（S101）。まず、温灸器を駆動して使用者の全体の脊椎をスキャ
ンして、脊椎骨の位置を把握して、脊椎骨と脊椎骨との間の分節点を基準点にする。これ
は脊椎骨と脊椎骨の間の分節点に神経の束が存在するからである。前記の基準点はマッサ
ージパターンを設定するのに基準になる点であり、前記の基準点がマッサージパターンそ
れぞれの開始点と終了点になる。マッサージパターンを設定する際に、前記の基準点をす
べて図示する必要はなく、必要に応じていくつかの基準点は削除して重要な基準点だけを
図示することができる。図３はマッサージパターンを設定するための基準点の一実施例を
図示した図面である。図３で、脊椎骨は頸椎Ｃ、胸椎Ｔ、腰椎Ｌ、薦椎・尾椎Ｓに分けて
いて、各番号は骨の順番を示す。たとえば、前記Ｃ１／Ｃ２は頸椎の一つ目の骨と頸椎の
二つ名の骨の分節点を意味することである。同様に、Ｔ１／Ｔ２は胸椎の一つ目の骨と胸
椎の二つ目の骨の分節点を意味する。従って、頸椎の基準点はＣ１、Ｃ１／Ｃ２、Ｃ２／
Ｃ３、Ｃ３／Ｃ４、Ｃ４／Ｃ５、Ｃ５／Ｃ６、Ｃ６／Ｃ７の７個であり、胸椎の基準点は
Ｃ７／Ｔ１、Ｔ１／Ｔ２、Ｔ２／Ｔ３、Ｔ３／Ｔ４、Ｔ４／Ｔ５、Ｔ５／Ｔ６、Ｔ６／Ｔ
７、Ｔ７／Ｔ８、Ｔ８／Ｔ９、Ｔ９／Ｔ１０、Ｔ１０／Ｔ１１、Ｔ１１／Ｔ１２の１２個
であり、腰椎の基準点はＴ１２／Ｌ１、Ｌ１／Ｌ２、Ｌ２／Ｌ３、Ｌ３／Ｌ４、Ｌ４／Ｌ
５の５個であり、 薦椎・尾椎はＬ５／Ｓ１、Ｓ１／Ｓ２、Ｓ２／Ｓ３、Ｓ３／Ｓ４、Ｓ
４／Ｓ５、Ｓ５の６個である。
【００２３】
　二つ目のステップで疾病と連関される脊椎骨を入力して保存する（S102）。使用者の疾
病または望む治療によって関連される臓器または筋肉、身体の部位を決める。前記の臓器
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または筋肉、身体の部位が決まったら、前記の臓器または筋肉、身体の部位に対応される
脊椎骨が決まる。図４は疾病と脊椎骨の連関関係の一実施例を説明する図面である。例え
ば、消化不良の場合、関連される身体の臓器は脾臓、胃、肝、胆、小腸であり、関連され
る脊椎骨は胸椎９（ Ｔ９）、胸椎１０（ Ｔ１０）、胸椎１１（ Ｔ１１）、胸椎１２（ 
Ｔ１２）、 薦椎・尾椎１（Ｓ１）である。また、肥満の場合、関連される臓器は、脾臓
、腎臓、小腸であり、関連される脊椎骨は胸椎４（Ｔ４）から胸椎１２（ Ｔ１２）、腰
椎２（Ｌ２）、 薦椎・尾椎１（Ｓ１）である。
【００２４】
　三つ目のステップは、疾病別マッサージのパターンを設定して保存する（S103）。前記
のように、各疾病または望む治療によってマッサージする脊椎骨が決まったら前記の基準
点を中心にマッサージする脊椎骨に実際に温灸器がマッサージしながら移動する移動経路
が設定されて入力される。前記の移動経路に沿って温灸器が何回繰り返しながらマッサー
ジをするかが入力される。また、前記の温灸器が移動しながらマッサージする際に移動速
度、マッサージの圧力、温灸器の温度が設定されて入力される。このように、細部マッサ
ージパターンは温灸器の移動経路、移動繰り返し回数、移動速度とマッサージの圧力、温
灸器の温度を決定することにより設定される。このように細部マッサージのパターンが設
定されれば、温灸器を駆動するモーターを前記細部マッサージパターンにより制御して温
灸器がマッサージを遂行するようになる。このようにマッサージパターンは疾病に対して
、複数存在することができる。図５は疾病によるマッサージパターンの一実施例を表わし
た図面である。図５（ａ）を見ると、消化不良に関連される脊椎骨はＴ９、Ｔ１０、Ｔ１
１、Ｔ１２、Ｓ１である。したがって、消化不良でマッサージを受けようとする使用者に
はＴ９、Ｔ１０、Ｔ１１、Ｔ１２、Ｓ１を集中的にマッサージする細部マッサージパター
ンを設定する。一つ目のマッサージパターンは基準点Ｔ６／Ｔ７から基準点Ｔ１２／Ｌ１
まで６回繰り返しストロークマッサージ、移動速度は中、マッサージの圧力は強、温灸器
の温度は５５℃、二つ目のマッサージパターンは基準点Ｔ６／Ｔ７から基準点Ｓ１／Ｓ２
まで１回ストロークＴ８／Ｔ９、移動速度は中、マッサージの圧力は強、温灸器の温度は
４５℃、三つ目のマッサージパターンは基準点Ｔ６／Ｔ７から基準点Ｔ１２／Ｌ１まで５
回繰り返しストローク、移動速度は中、マッサージの圧力は強、温灸器の温度は５０℃に
設定する。図５（ｂ）を見ると、肥満でマッサージを受けようとする使用者にはＴ４から
Ｔ１２まで、Ｌ２、Ｓ１を集中的にマッサージする細部マッサージパターンを設定する。
一つ目のマッサージパターンは基準点Ｔ４／Ｔ５からＴ１２／Ｌ１まで４回繰り返しスト
ローク、移動速度は上、マッサージの圧力は強、温灸器の温度は５５℃、二つ目のマッサ
ージパターンは基準点Ｔ１２／Ｌ１から Ｌ４／Ｌ５まで４回ストローク、移動速度は下
、マッサージの圧力は弱、温灸器の温度は５５℃、三つ目のマッサージパターンは基準点
Ｓ１／Ｓ２からＳ３／Ｓ４まで５回繰り返しストローク、移動速度は中、マッサージの圧
力は強、温灸器の温度は５０℃に設定する。
【００２５】
　四つ目のステップは入力部から疾病または望む治療が入力されれば、設定されたマッサ
ージパターンに基づいて温灸器及びモーターを制御することである（S104）。前記設定さ
れたマッサージパターンはメモリーに保存され、制御部は前記のメモリーからマッサージ
パターンを伝送されて温灸器とモーターを制御して設定されたマッサージパターンにより
マッサージをすることになる。制御部はモーターに信号値を伝送してマッサージパターン
の中、マッサージの移動経路、繰り返し回数、移動速度、マッサージの圧力を制御して、
温灸器に信号値を転送して温灸器の温度を制御する。
【００２６】
　図６は本発明による温熱治療器の内部の構成を概略的に表わした側面図である。
【００２７】
　温熱治療器（１００）は基本的に使用者の上体及びその脊椎部位を対象として使用され
る主マット（１０１）と使用者の下体部位を対象として使用される補助マット（１０２）
を含む。または、必要に応じて前記の主マットと補助マットを置いて支持する搭載部（１
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０３）を含むことができる。温熱治療器（１００）には使用者の脊椎方向に移動して使用
者の身体部位（特に、使用者の背中部位）に温熱湿布及び温熱マッサージ効果を提供する
ために温灸器（１１０）が具備される。温灸器（１１０）は電源部から供給された電気エ
ネルギーを利用して発生された高温の熱及び遠赤外線などを利用して使用者に温熱湿布及
び温熱マッサージの効果を提供する。前記の温灸器（１１０）は形態によりキャップ型と
ローラー型をすべて含む。温灸器の形状はこれに限定されなく、多様な形状と構造が可能
である。このような温灸器では電気エネルギーを用いて発熱する発熱部と、発熱部により
加熱される加熱部を具備する。本実施例では前記の発熱部をランプまたは電気ヒーターな
どを用いて、加熱部では玉などの遠赤外線放射体を使用する。しかし、このような発熱部
と加熱部はこれに限定されなく多様な発熱体または熱による加熱が可能な様々の材質と物
質が用いられる。
【００２８】
　温熱治療器（１００）には前記の温灸器（１１０）が温熱治療器の内部で往復移動でき
るようにモーター（１４０）と移送手段（１２６）が具備される。モーター（１４０）は
電気エネルギーを供給されて回転して、移送手段（１２６）は前記のモーター（１４０）
に連結されていて、その回転によりその回転力を伝達して温灸器を移動させる。移送手段
（１２６）は温灸器（１１０）に結合されて、モーター（１４０）の正回転または逆回転
により温灸器（１１０）を前後方向（つまり、片方向または反対方向）に移動させるのに
使用される。前記の移送手段（１２６）は移送ベルトと移送チェーンと移送ロープの中で
選択的に使用することができる。もちろんこれに限定されなく、モーターの駆動力を用い
て物を移送させる多様な手段が用いられる。
【００２９】
　温熱治療器（１００）は治療器の動作を制御する制御部と、使用者の操作信号の入力を
受けてこれを制御部に提供する入力部、入力される情報を保存するメモリーを含む。前記
の制御部は温灸器を駆動して使用者の全体の脊椎をスキャンして頸椎、胸椎、腰椎、薦椎
・尾椎で構成される人間の脊椎に対して、脊椎骨と脊椎骨の間の分節点を基準点に設定し
てメモリーに保存する。また、制御部は人間の疾病または望む治療別に関連する脊椎骨が
入力されるとメモリに保存して、各疾病または望む治療によりマッサージする脊椎骨が決
まったら前記の基準点を中心にマッサージする脊椎骨に実際の温灸器がマッサージしなが
ら移動する移動経路を設定してメモリーに保存する。そして、前記の移動経路に沿って温
灸器が何回繰り返しながらマッサージをするのかを保存して、前記の温灸器が移動しなが
らマッサージする際に移動速度、マッサージの圧力、温灸器の温度を決定して保存する。
また、前記の入力部を通じて疾病または望む治療が入力されると、前記の制御部は前記の
メモリーから該当のマッサージパターンを検索して伝送されて温灸器とモーターを制御し
て前記の設定されたマッサージパターンによってマッサージができるようにする。本実施
例で制御部は単一または複数のPCB上に装着された単一または複数の制御チップまたは制
御素子でありうる。前記のメモリーには使用者の脊椎について、基準点の情報、人間の疾
病または望む治療別に関連される脊椎骨の情報、移動経路、マッサージの回数、温灸器の
移動速度、マッサージの圧力、温灸器の温度などを含むマッサージパターンの情報が保存
される。前記の入力部は使用者が手で把持して必要な情報を入力することができる。ここ
で、入力部は有・無線の多様な構造が可能である。
【００３０】
　［実施例２］
　図７はマッサージパターンを設定するフローチャートを表わした図面である。
【００３１】
　一つ目のステップで、まずマッサージパターンを設定するために全体の脊椎を対象に基
準点を設定して保存する（S201）。まず、温灸器を駆動して使用者の全体の脊椎をスキャ
ンして、脊椎骨の位置を把握して、脊椎骨と脊椎骨の間の分節点を基準点とする。これは
脊椎骨と脊椎骨の間の分節点に神経束が存在するからである。前記の基準点はマッサージ
パターンを設定するのに基準になる点であり、前記の基準点がマッサージパターンのそれ
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ぞれの開始点と終了点となる。マッサージパターンを設定する際に、前記の基準点をすべ
て図示する必要はなく、必要に応じていくつかの基準点は削除して重要な基準点のみを図
示することができる。図３はマッサージパターンを設定するための基準点の一実施例を図
示した図面である。図３で、脊椎骨は頸椎Ｃ、胸椎Ｔ、腰椎Ｌ、 薦椎・尾椎Ｓに分けて
いて、各番号は骨の順番を示す。例えば、前記Ｃ１／Ｃ２は頸椎の一つ目の骨と頸椎の二
つ目の骨の分節点を意味することである。同様に、Ｔ１／Ｔ２は胸椎の一つ目の骨と胸椎
の二つ目の骨の分節点を意味する。したがって、頸椎の基準点はＣ１、Ｃ１／Ｃ２、Ｃ２
／Ｃ３、Ｃ３／Ｃ４、Ｃ４／Ｃ５、Ｃ５／Ｃ６、Ｃ６／Ｃ７の７個であり、胸椎の基準点
はＣ７／Ｔ１、Ｔ１／Ｔ２、Ｔ２／Ｔ３、Ｔ３／Ｔ４、Ｔ４／Ｔ５、Ｔ５／Ｔ６、Ｔ６／
Ｔ７、Ｔ７／Ｔ８、Ｔ８／Ｔ９、Ｔ９／Ｔ１０、Ｔ１０／Ｔ１１、Ｔ１１／Ｔ１２の１２
個であり、腰椎の基準点はＴ１２／Ｌ１、Ｌ１／Ｌ２、Ｌ２／Ｌ３、Ｌ３／Ｌ４、Ｌ４／
Ｌ５の５個であり、薦椎・尾椎はＬ５／Ｓ１、Ｓ１／Ｓ２、Ｓ２／Ｓ３、Ｓ３／Ｓ４、Ｓ
４／Ｓ５、Ｓ５の６個である。
【００３２】
　二つ目のステップで、脊椎の末梢神経の分布により自律神経の区間を交感神経の区間と
副交感神経の区間に分けて区分して設定して保存する（S202）。使用者の疾病または望む
治療によって関連される自律神経の区間があり、これのために自律神経の区間を交感神経
の区間と副交感神経の区間に分けて区分して設定する。前記の交感神経の区間と副交感神
経の区間は前記の基準点を基準にして決まる。図８は交感神経の区間と副交感神経の区間
の一実施例を説明する図面である。図面を参考にすれば、交感神経の区間はＴ１／Ｔ２か
らＬ１／Ｌ２までであり、副交感神経の区間はＳ２／Ｓ３からＳ５までである。
【００３３】
　三つ目のステップは疾病別の交感神経と副交感神経の関連性を入力して保存する（S203
）。人体のすべての血管は神経により統制されているが、この神経を自律神経と言って、
自律神経は交感神経と副交感神経がお互いに相反するように動く。交感神経は緊張、不安
、焦燥を感じる時に高まりながら血管を収縮させて血圧を上昇させる一方、副交感神経は
血管を拡張してリラックスさせながら血圧を下げる。疾病別交感神経と副交感神経の関連
性の一実施例を図示したのが図９である。図９を参考にすれば、血液循環障害、免疫増進
、不眠症、肥満のような疾病は交感神経及び／または副交感神経と密接な関連性を有して
いる。したがって、このような疾病の治療のためには交感神経の区間及び／または副交感
神経の区間をマッサージして交感神経及び／または副交感神経を刺激して弛緩することが
必要である。
【００３４】
　四つ目のステップは交感神経と副交感神経のマッサージパターンを設定して保存する（
S204）。前記のように、交感神経と副交感神経の関連性のある疾病の場合、交感神経の区
間と副交感神経の区間に実際の温灸器がマッサージしながら移動する移動経路が設定され
て入力される。すなわち、温灸器が交感神経の区間または副交感神経を何回繰り返しなが
らマッサージをするかを決定する。また、前記の温灸器が移動しながらマッサージをする
際に移動速度、マッサージの圧力、温灸器の温度が設定されて保存される。また、交感神
経の区間と副交感神経の区間をすべてマッサージする必要がある場合に、どの区間を先に
マッサージするのかに関する順番も入力される。このように細部マッサージパターンは温
灸器の移動経路、移動繰り返し回数、移動速度とマッサージの圧力、温灸器の温度、マッ
サージの順番を決定することによって設定される。このように細部マッサージパターンが
設定されれば、温灸器を駆動するモーターを前記の細部マッサージパターンによって制御
して温灸器がマッサージを遂行することになる。一般的に交感神経マッサージの温灸器の
温度は副交感神経マッサージの温灸器の温度より高くて、交感神経マッサージの圧力は副
交感神経マッサージの圧力より強い。また、交感神経の区間と副交感神経の区間を全部マ
ッサージする必要がある場合、交感神経マッサージをした後に活性化された交感神経の過
負荷にならないように低刺激で副交感神経をマッサージすることが望ましい。図１０は疾
病による交感神経と副交感神経マッサージパターンの一実施例を示す図面である。図１０
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を見れば、血液循環に関連されるマッサージパターンで、区間１は交感神経マッサージパ
ターンを表して、交感神経の区間を２回繰り返しストロークマッサージ、移動速度は中、
マッサージの圧力は強、温灸器の温度は６５℃、区間２は副交感神経マッサージパターン
を表して、副交感神経の区間を２回繰り返しストロークマッサージ、移動速度は下、マッ
サージの圧力は弱、温灸器の温度は４５℃に設定する。
【００３５】
　五つ目のステップは設定された交感神経と副交感神経マッサージパターンによりモータ
ーを制御することである（S205）。前記の設定されたマッサージパターンはメモリーに保
存されて、前記の入力部を通じて交感神経と副交感神経の関連性のある疾病が入力されれ
ば、制御部は前記メモリーからマッサージパターンを伝送されて温灸器とモーターを制御
して設定されたマッサージパターンによりマッサージをすることになる。制御部はモータ
ーに信号値を伝送してマッサージパターンの中、マッサージの移動経路、繰り返し回数、
移動速度、マッサージの圧力を制御して、温灸器に信号値を伝送して温灸器の温度を制御
する。
【００３６】
　［実施例３］
　図１１は灸及び指圧パターンを設定するフローチャートを表した図面である。
【００３７】
　一つ目のステップで、まず灸及び指圧パターンを設定するために全体の脊椎を対象に基
準点を設定して保存する（S301）。まず、温灸器を駆動して使用者の全体の脊椎をスキャ
ンして、脊椎骨の位置を把握して、脊椎骨と脊椎骨の間の分節点を基準点にする。これは
脊椎骨と脊椎骨の間の分節点に神経束が存在するので、前記のような分節点が灸点及び指
圧点になる。灸及び指圧パターンを設定する際に、前記の基準点をすべて図示する必要は
なく、必要に応じていくつかの基準点は削除して重要な基準点のみを図示することができ
る。図３は灸及び指圧パターンを設定するための基準点の一実施例を図示した図面である
。図３で、脊椎骨は頸椎Ｃ、胸椎Ｔ、腰椎Ｌ、薦椎・尾椎Ｓに分けていて、各番号は骨の
順番を示す。例えば、前記Ｃ１／Ｃ２は頸椎の一つ目の骨と頸椎の二つ目の骨の分節点を
意味することである。同様に、Ｔ１／Ｔ２は胸椎の一つ目の骨と胸椎の二つ目の骨の分節
点を意味する。したがって、頸椎の基準点はＣ１、Ｃ１／Ｃ２、Ｃ２／Ｃ３、Ｃ３／Ｃ４
、Ｃ４／Ｃ５、Ｃ５／Ｃ６、Ｃ６／Ｃ７の７個であり、胸椎の基準点はＣ７／Ｔ１、Ｔ１
／Ｔ２、Ｔ２／Ｔ３、Ｔ３／Ｔ４、Ｔ４／Ｔ５、Ｔ５／Ｔ６、Ｔ６／Ｔ７、Ｔ７／Ｔ８、
Ｔ８／Ｔ９、Ｔ９／Ｔ１０、Ｔ１０／Ｔ１１、Ｔ１１／Ｔ１２の１２個であり、腰椎の基
準点はＴ１２／Ｌ１、Ｌ１／Ｌ２、Ｌ２／Ｌ３、Ｌ３／Ｌ４、Ｌ４／Ｌ５の５個であり、
薦椎・尾椎はＬ５／Ｓ１、Ｓ１／Ｓ２、Ｓ２／Ｓ３、Ｓ３／Ｓ４、Ｓ４／Ｓ５、Ｓ５の６
個である。
【００３８】
　二つ目のステップで、疾病と連関される灸点と指圧点を入力されて保存する（S302）。
使用者の疾病または望む治療により関連される灸点及び指圧点が決まる。図１２は疾病と
灸点及び指圧点の連関関係の一実施例を説明する図面である。例えば、消化不良の場合、
関連される灸点及び指圧点はＴ８／Ｔ９、Ｔ１０／Ｔ１１、Ｓ１／Ｓ２である。また、肥
満の場合、関連される指圧点はＴ１０／Ｔ１１、Ｌ２／Ｌ３、Ｓ１／Ｓ２であり、灸点は
存在しない。椎間板ヘルニアの場合、関連される灸点はＣ３／Ｃ４、Ｃ５／Ｃ６、Ｃ７／
Ｔ１、Ｔ２／Ｔ３、Ｔ４／Ｔ５、Ｔ６／Ｔ７、Ｔ８／Ｔ９、Ｔ１０／Ｔ１１、Ｔ１２／Ｌ
１、Ｌ２／Ｌ３、Ｌ４／Ｌ５、Ｓ１／Ｓ２、Ｓ２／Ｓ３、Ｓ３／Ｓ４であり、指圧点は存
在しない。
【００３９】
　三つ目のステップは疾病別の灸及び指圧パターンを設定して保存する（S303）。各疾病
または望む治療により前記の基準点を中心に実際の温灸器が移動経路に沿ってマッサージ
をしながら、予め設定された灸点及び指圧点が位置する基準点に到達することになる場合
、灸及び指圧のための灸の強度、灸の温度、灸の時間、指圧の強度、指圧の時間、指圧の
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形態が決定されて入力される。このように灸及び指圧パターンは灸点の位置、灸の強度、
灸の温度、灸の時間、指圧点の位置、指圧の強度、指圧の時間、指圧の形態を決定するこ
とにより設定される。前記の指圧の形態は指圧の際に、温灸器の動作形態を表すもので、
左右振動、上下振動、回転、混合に分けられる。このように細部の灸及び指圧パターンが
設定されれば、温灸器を駆動するモーターを前記の細部の灸及び指圧パターンによって制
御して、温灸器が灸及び指圧を遂行することになる。疾病の治療のために温灸器が移動す
る時間は大きくスキャンモード、予備モード、治療モード、終了モードで構成されて、灸
及び指圧パターンは疾病の治療のために温灸器が移動する治療モードで行われる。図１３
は疾病による灸及び指圧パターンの一実施例を表す図面である。図１３（ａ）をみると、
消化不良に関連される灸点及び指圧点はＴ８／Ｔ９、Ｔ１０／Ｔ１１、Ｓ１／Ｓ２である
。したがって、消化不良でマッサージを受けようとする使用者にはＴ８／Ｔ９、Ｔ１０／
Ｔ１１、Ｓ１／Ｓ２で灸及び指圧をするように細部の灸及び指圧パターンを設定する。一
つ目の灸及び指圧パターンは基準点Ｔ８／Ｔ９で灸の強度は強、灸の時間は１００秒、灸
の温度は６５℃、指圧の強度は強、指圧の時間は１５０秒、指圧の形態は上下運動、二つ
目の灸及び指圧パターンは基準点Ｔ１０／Ｔ１１で灸の強度は強、灸の時間は１００秒、
灸の温度は６５℃、指圧の強度は強、指圧の時間は１５０秒、指圧の形態は混合、三つ目
の灸及び指圧パターンは基準点Ｓ１／Ｓ２で灸の強度は強、灸の時間は２００秒、灸の温
度は６０℃、指圧の強度は強、指圧の時間は１５０秒、指圧の形態は回転運動に設定する
。図１３（ｂ）を見ると、肥満でマッサージを受けようとする使用者は灸はしなくて、Ｔ
１０／Ｔ１１、Ｌ２／Ｌ３、Ｓ１／Ｓ２で指圧のみをするように細部の指圧パターンを設
定する。一つ目の指圧パターンは基準点Ｔ１０／Ｔ１１で指圧の強度は強、指圧の時間は
１２０秒、二つ目の指圧パターンは基準点Ｌ２／Ｌ３で指圧の強度は中、指圧の時間は１
５０秒、三つ目の指圧パターンは基準点Ｓ１／Ｓ２で指圧の強度は強、指圧の時間は２０
０秒、指圧の形態は混合に設定する。
【００４０】
　四つ目のステップは、設定された灸及び指圧パターンによりモーターを制御することで
ある（S304）。前記の設定された灸及び指圧パターンはメモリーに保存されて、制御部は
前記のメモリーから灸及び指圧パターンを伝送されて温灸器とモーターを制御して設定さ
れた灸及び指圧パターンにより灸及び指圧を行うようになる。制御部はモーターに信号値
を伝送して灸及び指圧パターンの中、灸点の位置、灸の強度、灸の時間、指圧点の位置、
指圧の強度、指圧の時間、指圧の形態を制御して、温灸器に信号値を伝送して灸の温度を
制御する。
【００４１】
　［実施例４］
　図１４はマッサージモードを設定するフローチャートを示す図面である。
【００４２】
　一つ目のステップで、スキャンモードを設定してスキャンモードの結果に基ついて脊椎
の基準点を設定して保存する（S401）。温熱治療器を利用する使用者ごとに体型がそれぞ
れ違うので、その基準点が使用者ごとに相異なる。したがって、スキャンモードは全体マ
ッサージの時間で一番最初に実行されるモードであり、使用者の全体脊椎をスキャンして
的確な月対骨の位置を分かるためのモードである。したがって、スキャンモードを通じて
認識される脊椎骨の位置を根拠に脊椎骨と脊椎骨の間の分節点を基準点に設定する。スキ
ャンモードは一般的に全体の脊椎を対象に単一パターンを持つ。
【００４３】
　二つ目のステップで、予備モードを設定して保存する（S402）。予備モードはこの後続
ける治療モードでのマッサージの刺激を脊椎が負担にならないように十分に受け入れるこ
とができる環境を作るために全体の脊椎の神経または筋肉の緊張をほぐすモードである。
したがって、予備モードは全体の脊椎にやわらかい刺激が加えられるようにする緩和パタ
ーンと全体脊椎に予め強い刺激を加える強化パターンなどで構成される。
【００４４】
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　三つ目のステップは治療モードを設定して保存する（S403）。治療モードは疾病の治療
のために疾病と関連される脊椎骨をマッサージしたり灸及び指圧をするモードなので、疾
病により治療のための特定化されたパターンを持つ。治療モードで選択できるパターンの
種類を見ると、疾病と関連される脊椎骨を集中マッサージする集中パターン、全体脊椎を
マッサージする全体パターン、疾病と関連される脊椎骨の付近領域まで含めてマッサージ
する領域パターン、人体の特定部位と関連される脊椎骨をマッサージする部位別パターン
、交感神経の区間をマッサージする交感神経パターン、副交感神経の区間をマッサージす
る副交感神経のパターン、疾病と連関された灸点に灸をする灸パターン、疾病と連関され
た指圧点に指圧をする指圧パターンなどがある。前記の治療モードでは疾病の治療の目的
に合わせて前記のパターンを組み合わせた複数のパターンで治療モードを構成するように
なる。
【００４５】
　四つ目のステップは終了モードを設定して保存する（S404）。終了モードは治療モード
で脊椎の神経または筋肉が弛緩されていたり過度に覚醒されていたり、または交感神経が
過度に活性化されている場合に、自律神経のバランスを誘導してマッサージの後に自然な
生活ができるようにコンディションを正常化するモードである。したがって、治療モード
でどの様なパターンでマッサージが行われたのかによってこれに対応される適切なパター
ンを選択して終了モードを構成する。終了モードでは自律神経のバランスを誘導する副交
感神経パターン、弛緩された筋肉を正常化する覚醒パターン、覚醒されている神経を緩和
する緩和パターンなどで構成される。
【００４６】
　五つ目のステップは、前記のスキャンモード、予備モード、治療モード、終了モードに
よって制御部がモーター及び温灸器を制御することである（S405）。前記構成されたスキ
ャンモード、予備モード、治療モード、終了モードを構成するパターンはメモリーに保存
されて、制御部は前記のメモリーから順次にモードの各パターンを伝送されて温灸器とモ
ーターを制御してマッサージを実行することになる。
【００４７】
　図１５はマッサージモードの一実施例を示す図面である。
【００４８】
　図１５を参考にすれば、スキャンモードは単一パターンで構成されていて、移動速度は
下、マッサージの圧力は強、１回往復のパターンで温灸器を駆動する。予備モードは緩和
パターンと強化パターンで構成されていて、緩和パターンは移動速度は中、マッサージの
圧力は弱、１回往復で設定されて、強化パターンは移動速度は中、マッサージの圧力は強
、１回往復で設定される。治療モードは疾病に関連される脊椎骨の付近の領域まで含めて
マッサージする領域パターン１個と、疾病と関連される脊椎骨を集中マッサージする集中
パターン１個と、交感神経の区間をマッサージする交感神経パターン１個、疾病と連関さ
れる灸点に灸をする灸パターン１個、疾病と連関される指圧点に指圧をする指圧パターン
１個で合計５個のパターンで構成されて血液循環障害に対する集中的なマッサージ治療を
する。終了モードは治療モードでの交感神経の刺激を緩和するために副交感神経を活性化
する副交感神経パターン１個と首周りの脊椎骨をマッサージして筋肉を弛緩する弛緩パタ
ーン１個で合計２個のパターンで構成されて自律神経のバランスを維持する。
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