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平成24年度（社）全日本鍼灸学会 第 32回近畿支部学術集会 開催概要 

【会  期】平成 24年 11月 25日（日）	 
【会  場】明治東洋医学院専門学校	 講堂	 
        〒564-0034	 大阪府吹田市西御旅町 7-53	 
	     TEL(06)6381-3811 FAX(06)6381-3800	 
【主  催】（社）全日本鍼灸学会近畿支部	 
【参加受付】時 間：	 9:00～16:00 場 所：2F講堂	 
      参加費：会 員 2,000円、学生会員 1,000円	 
          一 般 3,000円、一般学生 2,000円	 
      	   ※一般学生の方は学生証の提示が必要です。	 
      	   	 
【認  定】学会参加 5点	 
【昼  食】会場および最寄り駅周辺に飲食店はほとんどありません。	 
     	  各自昼食をご持参の上、2階食堂にてお召し上がりください。	 
【関連会議】近畿支部学術委員会 12:00～13:00	 2F会議室	 
【事 務 局】明治東洋医学院専門学校（担当	 河井正隆）	 
        〒564-0034	 大阪府吹田市西御旅町 7-53	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    TEL(06)6381-3811 FAX(06)6381-3800	 
【交通案内】阪急千里線（北千里行）梅田駅から約 11分の「下新庄駅」下車徒歩 5分	 
      詳細は http://www.meiji-s.ac.jp/よりご確認ください。	 
	 

演者・座長へのご案内 

1．演者・座長受付 
 時 間：	 9:00～16:00 場 所：2F講堂前	 
 ※一般演題Ⅰ-Ⅳで発表もしくは担当される演題の	 
 開始 30 分前までに演者・座長受付にお越しください。	 

2．講演時間（一般演題） 
 発表６分・討論４分 時間厳守でお願いいたします。	 

3．発表機材 
 ①発表は PCプレゼンテーション（1面映写）となります。	 
 ②PCの構成は Windows	 XP、Microsoft	 Power	 Point2007となります。	 

4．進 行 
 ①演者の方は演題開始 30分前までに演者受付（2F講堂）にお越しいただき、	 
  その後、発表開始 10分前までに会場最前列左の次演者席にお着きください。	 
 ②発表者は、座長の指示に従って発表を行ってください。	 
 ③PCの操作は、演台にてご自身でお願いいたします。	 
 ④発表開始５分時に鈴を１回、６分(発表終了)時に鈴を２回、10分(討論終了)時に	 
  鈴を３回鳴らしますが、討論等の進行は座長にお任せいたします。	 
 ⑤座長は、担当演題の開始 10分前までに、会場最前列右の次座長席にお着きください。	 
 ⑥発表・討論を含めて 10分以内で終了するようにお願いいたします。	 

5．討 論 
 ①各発表において、それぞれ討論が行われます。	 
 ②討論者は、予め会場内の討論用マイクの近くでお待ちください。	 
 ③討論は、所属・氏名を述べた後、簡潔にご発言ください。	 

演者・座長へのご案内  
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開会の辞  9:25-9:30 

	 （社）全日本鍼灸学会近畿支部長 安藤文紀（明治東洋医学院専門学校）	 
	 

一般演題Ⅰ  9:30-10:30 

	 座長 楳田高士（関西医療大学） 伊藤和憲（明治国際医療大学）	 

01 心因性局所麻酔過敏患者への鍼麻酔による抜歯１例 
○寺田拓未 
 鍼灸整体いっとう堂 

02 骨髄移植後に顎関節症を発症した一症例に対する鍼治療 
○中野祐也、加藤慎吾、大藪秀昭、今井賢治 
明治国際医療大学 臨床鍼灸学教室 

03 L5 神経根症状に対して腰部への低頻度鍼通電が有効であった一症例 
○佐原俊作、齊藤真吾、伊藤和憲、北小路博司 
明治国際医療大学 臨床鍼灸学教室 

04 術後感染症により心不全増悪を来たし下腿の浮腫を認めた患者に対する鍼治療 
○堀部豪 1)、鈴木雅雄 1)、古田大河 1)、大坂侑子 1)、竹田太郎 1)、福田文彦 1)、石崎直人 1)、苗村健治 2) 

1)明治国際医療大学臨床鍼灸学教室、2)明治国際医療大学内科学教室 

05 野球守備動作に着目し遠隔鍼治療を用い内側広筋の筋緊張低下改善を試みた一症例 
○生田啓記 1,2)、酒井英謙 1,2)、高木綾一 2,3)、鈴木俊明 4) 

1)健康スタジオキラリ、2)喜馬病院リハビリテーション部、3)医療法人寿山会 法人本部、 
4)関西医療大学大学院保健医療学部 臨床理学療法学教室  

06 郄門穴への経穴刺激理学療法が短母指外転筋 F 波に与える影響について 
○八坂純子、鈴木俊明 
関西医療大学大学院 保健医療学研究科 

休憩 10:30-10:40 

 
一般演題Ⅱ  10:40-11:50 

	 座長 谷	 万喜子（関西医療大学） 新原寿志（明治国際医療大学）	 

07 パーキンソン病に対する鍼治療の１例 
   ̶経皮質長経路反射（LLR）による評価を加えた症例̶ 

○福田晋平 1)、江川雅人 1)、苗村健治 2) 
1)明治国際医療大学 加齢鍼灸学教室、2)明治国際医療大学 内科学教室 

08 鍼灸治療により身体の動きに改善が認められたパーキンソン病の１例 
○真田あかね 1)、福田晋平 2)、廣正基 3)、江川雅人 2)	 

1)明治国際医療大学大学院 臨床鍼灸学専攻、2)明治国際医療大学 加齢鍼灸学教室、 
3)明治国際医療大学 健康・予防鍼灸学教室 

09 認知症に伴い自発性の低下を呈した施設入所高齢者に対する鍼治療の１例 
○芝貴洋 1)、福田晋平 2)、高橋則人 2)、江川雅人 2) 

1)明治国際医療大学大学院 臨床鍼灸学専攻、2)明治国際医療大学 加齢鍼灸学教室 
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10 アキレス腱付着部への 2 分間の集毛鍼刺激がヒラメ筋のＨ波に与える影響 
○髙橋護 1,2)、鈴木俊明 3)、谷万喜子 3)、高木綾一 4) 

1)関西医療大学大学院、2)健康スタジオキラリ鍼灸・マッサージ院 
3)関西医療大学保健医療学部 臨床理学療法教室、4)喜馬病院 リハビリテーション部 

11 頸部ジストニアに対するハンガー反射の検討－ハンガー装着位置での効果比較－ 
○田中健一 1,2,3)、谷 万喜子 4,5)、鈴木俊明 4,5)、酒井英謙 2,3)、高木綾一 3)、平松哲郎 6)、吉田宗平 5) 

1)関西医療大学附属診療所 研修員、2)Kirari鍼灸マッサージ院、3)喜馬病院リハビリテーション部、 
4)関西医療大学保健医療学部臨床理学療法学教室、5)関西医療大学 神経病研究センター、 
6)樟葉病院リハビリテーション部 

12 頸部ジストニア患者への筋緊張亢進に対する集毛鍼刺激の効果 
○鈴木俊明 1)、谷 万喜子 1)、田中健一 3,4,5)、髙橋 護 2)、大崎美香 3,4,5)、吉田宗平 2,6) 

1)関西医療大学保健医療学部 臨床理学療法学教室、2)関西医療大学大学院 保健医療学研究科、 
3)関西医療大学附属診療所 研修員、4)健康スタジオキラリ、5)喜馬病院リハビリテーション部、 
6)関西医療大学 神経病研究センター 

13 体幹アライメントに着目して鍼治療を行った頸部ジストニアの一症例 
○尾羽根実央 1,2)、酒井英謙 1,2)、高木綾一 2,3)、谷万喜子 4)、鈴木俊明 4) 

1)健康スタジオキラリ、2)喜馬病院リハビリテーション部、3)医療法人寿山会	 法人本部、 
4)関西医療大学保健医療学部	 臨床理学療法学教室	 

昼食  11:50-13:10 

12:00-13:00 近畿支部学術委員会(2F 会議室) 
	 

特別講演  13:10-14:10 

	 「世界における日本鍼灸 
―ISO 問題や伝統的知識・遺伝資源における日本鍼灸の現状と問題―」	 

	 講師 東郷俊宏（東京有明医療大学	 保健医療学部	 鍼灸学科	 准教授）	 
座長 安藤文紀（（社）全日本鍼灸学会近畿支部長）	 

休憩 14:10-14:20 

 
一般演題Ⅲ  14:20-15:10 

	 座長 久下浩史（大阪医科大学） 宮嵜潤二（宝塚医療大学）	 

14 Visual Analogue Scale (VAS) 運用時における独立記入方式と非独立記入方式の比較 
○嶋田琢磨、稲垣順也、岡村麻生、播貞華、七堂利幸 

大阪医療技術学園専門学校、東洋医療技術教員養成学科 

15 圧痛計の信頼性試験 
○丹羽智美、池田晋太郎、花原容成、杉本洋子、七堂利幸 
大阪医療技術学園専門学校 東洋医療技術教員養成学科  

16 灸頭鍼における艾球の中心温度と落下地点温度の経時的変化 
○長岡里美、新原寿志、日野こころ、谷口博志、角谷英治 
明治国際医療大学 基礎鍼灸学ユニット 
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17 鍼治療の安全性向上に関する文献的検討 －神経傷害－ 
○古瀬暢達 1)、山下 仁 2) 

1)大阪府立視覚支援学校、2)森ノ宮医療大学大学院 

18 上鍼灸師が法令上行うことのできる行為（第二報）―鍼灸師の業と医業類似行為― 
○坂部昌明 
明治国際医療大学非常勤講師 

休憩 15:10-15:20 

	 

一般演題Ⅳ  15:20-16:20 

	 座長 王 財源（関西医療大学） 和辻 直（明治国際医療大学）	 

19 中医学弁証論治による月経痛に対する効果 ―53 症例集積による検討― 
○中村真理 
関西東洋医学臨床研究会、森ノ宮医療大学、森ノ宮医療学園専門学校、まり鍼灸院 

20 中医弁証論治による美顔鍼灸の効果検討 
―腰痛の軽減に伴い日常生活動作が向上した例― 
○林 瑞穂 1,2)、中村真理 1,2,3) 

1)関西東洋医学臨床研究所、2)まり鍼灸院、3)森ノ宮医療学園専門学校	 

21 鍼灸治療による季節性アレルギー症状の改善 
○西口陽子 1,2)、中村真理 1,2,3) 

1)関西東洋医学臨床研究所、2)まり鍼灸院、3)森ノ宮医療学園専門学校 

22 『鍼灸甲乙経』からみた交会穴についての考察 
○植村祐一、戸田静男 
関西医療大学大学院 

23 鍼灸における補完代替医療効果の検討（第 12 報） 
―甲状腺機能亢進症に対する鍼灸治療の 3 症例― 
○花谷貴美子 
花谷整骨鍼灸院 

24 難治性の帯状疱疹後神経痛に対する鍼灸治療の一例 
○大坂侑子、石崎直人、佐原俊作、鈴木雅雄、竹田太郎、福田文彦	 
明治国際医療大学 臨床鍼灸学教室 

休憩 16:20-16:30 

	 

一般演題Ⅴ  16:30-17:30 

	 座長 江川雅人（明治国際医療大学） 坂口俊二（関西医療大学）	 

25 外関への鍼刺激が三角筋中部線維の筋活動に与える影響 
○酒井英謙 1,2)、高木綾一 2,3)、谷 万喜子 4)、鈴木俊明 4) 

1)健康スタジオキラリ、2)喜馬病院リハビリテーション部、3)医療法人寿山会法人本部、 
4)関西医療大学保健医療学部臨床理学療法教室 
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26 偏歴穴への鍼刺激が三角筋前部線維の筋活動に与える影響について 
○濱野弘幸 1)、酒井英謙 1)、高木綾一 2)、鈴木俊明 3) 

1)健康スタジオキラリ、2)医療法人喜馬病院法人本部、 
3)関西医療大学保健医療学部臨床理学療法教室 

27 局所への鍼刺激が僧帽筋上部線維と三角筋前部線維の筋活動に与える影響 
○原田千聖 1,2)、酒井英謙 1)、高木綾一 2,3)、鈴木俊明 4) 

1)健康スタジオキラリ、2)喜馬病院リハビリテーション部、 
3)医療法人寿山会法人本部、4)関西医療大学保健医療学部臨床理学療法教室 

28 がんサバイバーの肥満に対する鍼治療の 1 症例 
○福田文彦 1)、久保春子 1,2)、竹内真理 1)、鈴木雅雄 1)、竹田太郎 1)、石崎直人 1)、北小路博司 1) 

1)明治国際医療大学臨床鍼灸学教室、2)九州看護福祉大学スポーツ鍼灸学科 

29 最重症期 COPD 患者の退院支援における鍼治療の 1 症例 
○鈴木雅雄、石崎直人 
明治国際医療大学鍼灸学部 臨床鍼灸学教室内臓機能系 

30 閉担がん患者の家族に対するサポートを目的とした鍼治療の一症例 
○古田大河、鈴木雅雄、竹田太郎、福田文彦、石崎直人 
明治国際医療大学 臨床鍼灸学教室 

	 

閉会の辞  17:30-17:35 

	 （社）全日本鍼灸学会近畿支学術委員 吉備 登（関西医療大学）	 
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特別講演	 
	 

	 

	 

「 世界における日本鍼灸 」 
 

―ISO 問題や伝統的知識・遺伝資源における 

日本鍼灸の現状と問題― 
	 

	 

	 

講師：東郷俊宏（東京有明医療大学	 保健医療学部鍼灸学科	 准教授）	 

座長：安藤文紀（（社）全日本鍼灸学会近畿支部長）	 
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世界における日本鍼灸 
―ISO問題や伝統的知識・遺伝資源における日本鍼灸の現状と問題― 

東郷俊宏	 
東京有明医療大学	 保健医療学部鍼灸学科	 准教授	 

 

I. はじめに 

 演者は、2005 年に WHO 西太平洋事務局が北京で開催した第一回伝統医学情報の標準化に関す
る非公式協議（The First Informal Consultation of Information of Traditional Medicine）に出席
して以降、鍼灸領域における国際標準関連会議に日本代表の一人として関わってきた。本講演では、
7 年間にわたる経験からみた本邦の鍼灸の国際的な位置づけについて、特に標準化の観点から概観
していきたい。 

II. 日本鍼灸と国際標準 

現在、国際標準策定の舞台となっているのはWHOと ISOである。注意すべき事は、WHOにお
ける標準は、国際的な公共性は強いものの、必ずしも経済的な強制性は伴わないのに対し、ISOが
扱う国際標準は、貿易上の国際ルールであり、WTO 加盟国に対し、違反時の罰則規定を有するな
ど、強制性をもつことである。このため ISO における標準策定はしばしば経済戦争の性質をもつ。
したがって伝統医学領域でも、長期的な視点に立ち、策定される国際標準が自国の産業、あるいは
伝統医療の実践に対して障害になるか否かを注意深くみていく必要がある。 
以下、WHOと ISOそれぞれの国際機関における、伝統医学の標準化の経過について簡単にまと

める。 

	 １．WHO 

鍼灸領域における国際標準策定は、薬物（漢方）領域に先行しており、WHOでは、1980年代
から鍼灸基本用語の標準化を中心とした国際会議が開催され、その成果が発表された（1989）。
また国際標準ではないが鍼灸治療の適応症も発表されている。 

2002 年に WPRO で韓国の Choi Seung-hoon が伝統医学担当官に就任してからは、その強力
なリーダーシップの下で４プロジェクトが立ち上げられ、そのうち経穴位置に関する国際標準と、
伝統医学用語に関する国際標準が新たに作成された（2008，2007）。 
特筆すべきは、Choi担当官のもとで始まったプロジェクトのうち、国際疾病分類（ICD）への

伝統医学分類の導入が、2010 年に正式に WHO のプロジェクトに加えられたことである。2012
年 9月現在、日中韓の 3国が主となって提出した分類案がβバージョンとしてまとめられ、その
有用性を検討するための Field trialの実施が検討されている（2013年より）。 

	 ２．ISO 

2009年、中国の国家標準化管理委員会（SAC）は国際標準化機構（ISO）に対して、Traditional	 
Chinese	 Medicine（中医学）の包括的な国際標準策定を目的とした専門委員会（TC）の設置を申
請した。中国が ISOに提出した設置申請書には、「モノ（医療機器・生薬・製品化された薬剤）」
の標準化のみならず、用語や経穴位置といった WHOですでに議論された案件まで含まれていたこ
と、また教育やライセンスなど、各国の法令に抵触しかねない案件が含まれていたことから日本
は TC設置に反対したが、国際投票の結果、承認され、TC249として発足した。TC249では、2012
年までに 3回の総会が開かれているが、日本は設置が承認されてからも一貫してモノの標準化に
重点を置くべきとして主張している。現時点では５つの WGのうち、４つまでがモノに関する標準
化を対象としている。	 
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III. 国際標準化における日本の組織対応 

日本では、標準化関連の国際会議に対応するため、国内での意思統一を目的として、2005 年 5
月に日本東洋医学サミット会議（JLOM）を結成した。これは国内の伝統医学に関連する４つの学
術団体（日本東洋医学会・全日本鍼灸学会・和漢医薬学会・日本生薬学会）および、WHO 伝統医
学協力センターに指定されている 2組織（北里大学東洋医学総合研究所・富山大学大学院医学薬学
研究部和漢診療学）の長を正式メンバーとするものである。他にアソシエイトメンバーとして医学
中央雑誌刊行会、日本漢方医学研究所が、またサポーターとして日本漢方製剤製薬協会、日本理学
療法機器工業会が加わっている。医学中央雑誌刊行会が関わっているのは、標準化の対象にしばし
ば医療情報に関する事項が挙げられるからである。なお、厚生労働省側では、現在統合医療プロジ
ェクトチームがその窓口となっている。 
鍼灸領域では、全日本鍼灸学会が JLOMメンバーとなっているが、実際には案件の性質に応じて、

他の鍼灸関連団体やメーカーと協力して対応している。すなわち医療機器に関する案件については
日本理学療法機器工業会を中心とするメーカーと、また情報関係では、伝統鍼灸学会などと連携し
つつ対応に当たっている。今後も案件の性質によっては、日本鍼灸師会を始め、業界の各団体との
コンセンサスを形成しながら対応する必要がある。 

IV. 日中韓における伝統医学標準化の現況と将来の課題 

上記のような国際会議に出席して実感するのは、以下の諸点である。 

1）中国、韓国では国策として伝統医学が保護されており、現代医学と同等の位置に置かれてい
るだけではなく、国民の医療として提供されるために必要な法制度の整備や標準化が進めら
れている。 

2）たとえば中国では、鍼灸に関する種々の国家標準（GB）の策定が 90年代よりはじまってい
る。 

3）韓国でも、韓医学にもとづく鍼灸治療が保険適用の対象となっており、保険適用に必要な疾
病分類も伝統医学独自の分類（Korean Classification of Oriental Medicine: KCDOM）が
90年代に策定されている。 

4）中国や韓国においては、国立の伝統医学に特化した研究機関があり、標準化をリードしてい
るだけでなく、国際的な活動の拠点ともなっている 

5）日本は、免許制度や教育制度についても戦後に策定された法律が存在するが、日本における
「鍼灸治療」が正確にいかなる施術までを含むのか、どのような施術方法が存在しているの
か、が明確にされていない。 

6）中国や韓国に比べ、近代化の洗礼を早く受けた我が国の鍼灸は、明治期より、西洋医学的な
解釈が主流を占めており、戦後も診断から治療までを透徹するような体系的な伝統医学理論
を構築するには至らなかった。 

7）鍼灸治療で用いられる様々な医療機器についても、日本において標準化されているものは、
平成 24年 9月現在、まだ単回使用毫鍼（JIS T 9301）しかなく、灸治療で用いるモグサに
ついては医療機器としての扱いですらない。 

上記のうち、特に 6のような伝統医学としての独自性を追求してこなかったことは、たとえば先
述の ICDに伝統医学の疾病分類の導入をめざすプロジェクトにおいても、日本として主張できる独
自の分類を欠く結果となっており、発言力に大きな影響を与えている。 

V. おわりにー日本は何をなすべきか 

伝統医学の国際標準化は、それが国際間の情報や物の流通を促進させ、かつ伝統医学を必要とす
る患者の益になるのであれば歓迎すべきことであり、結果的に日本の漢方や鍼灸治療の実践にも貢
献するであろう。しかし伝統医学が西洋医学と肩を並べる二元的医療制度を取る中国や韓国からの
提案には、西洋医学的な validationに対して配慮を欠く提案も多い。さらに利権をめぐる国際的な
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主導権争いが投影され、会議は「提案レース」の様相を呈している。こうした議論が平然と行われ
ている状況では、真に伝統医学に益する規格は策定されにくいであろう。 
日本では、鍼灸が国民に対する説明責任を果たしているかを問うことが重要であると考える。な

ぜならば、医療機器の安全性や品質、実践者のレベルにいたるまで、現況では必ずしもこれが国民
に対し明示的になっていないからである。国内での標準策定、あるいは伝統医学の実践、教育など
についてより国民と治療者との間で高度のコンセンサスが取れた時に、日本はかかる国際会議の中
で、堂々と伝統医学の発展に必要な規格を議論できるのである。 
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01 心因性局所麻酔過敏患者への鍼麻酔による抜歯の1例 
寺田拓未	 

鍼灸整体いっとう堂	 
	 

【目的】歯科治療において局所麻酔は抜歯、抜髄などを行う際にかかせない処置である。しかし、

ごくまれに局所麻酔薬やその治療行為においてアレルギー反応や心因性の過敏反応を示

す患者が存在し歯科治療に難渋するケースがある。今回、近医歯科口腔外科クリニック

から依頼を受け、局所麻酔に過敏反応を示し強い恐怖感を持つ患者に鍼麻酔による抜歯

を行い、良好な結果を得たので報告する。 

【症例】69 歳女性。過去に歯科治療の際、局所麻酔時、失神・振戦などの不穏な症状を経験し、

以後局所麻酔に強い恐怖感を抱くようになった。局所麻酔アレルギー検査では明らかな

陽性反応は認めなかったが、心因性の全身症状と思われる血圧上昇、頭痛、動悸、振戦

などの症状が発現した。既往歴は高血圧症、喘息、狭心症。 

【臨床診断】右下顎第二大臼歯慢性根尖性歯周炎。 

【現病歴】平成 23年 10月右下顎第二大臼歯に咬合痛を自覚。咬合調整にて症状寛解。平成 24年

3月同部に咬合痛および歯肉腫脹を自覚し、咬合調整ならびに抗菌剤投与による消炎処置

を施行された。その後も咬合痛が残存するため、患者に鍼麻酔の説明を行い同意を得て 4

月鍼麻酔下で抜歯術施行。なお、患者は鍼治療の経験がある。 

【治療・経過】平成 24年 4月 6日、左合谷―右合谷、左足三里―右足三里にユニコディスポ鍼寸

6－5番、オームパルサーを使用し 3Hzの連続波低周波通電を、電気を軽く感じる程度の

通電量で 20分間行い、抜歯を試みるも痛みを強く自覚したため、合谷の通電量を患者が

耐えうる強さまで上げ、10 分後もう 1 度抜歯を試みた。痛みは通電開始 20 分後時点よ

りも明らかに軽減していたが、抜歯可能な麻酔効果は得られず、さらに足三里の通電量

も患者の耐えうる強さまでレベルを上げ、10 分後軽い痛みは伴ったが、術中失神・振戦

などの不穏症状は一切認めず、無事抜歯を終えることができた。抜歯窩は上皮形成も良

好で順調に経過しているとの報告をいただいている。 

【考察・結語】今回の抜歯は比較的容易な普通抜歯であったが、粘膜骨膜弁の剥離や骨の開削が

必要とされる難抜歯についてはさらなる鍼麻酔の工夫が必要と思われた。ただ、局所麻

酔に強い不安を抱き、心因性によると考えられる患者に対して不穏な症状発現をみるこ

となく抜歯が行われたことは患者にとって福音である。今回、心因性局所麻酔過敏患者

への鍼麻酔による抜歯という貴重な経験をしたので報告した。	 
	 

キーワード：局所麻酔、鍼麻酔、抜歯、低周波通電、心因性  
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02 骨髄移植後に顎関節症を発症した一症例に対する鍼治療 
○中野祐也、加藤慎吾、大藪秀昭、今井賢治	 

明治国際医療大学	 臨床鍼灸学教室	 
	 

【はじめに】近年、顎関節症は増加の一途を辿っており、歯科領域において、齲蝕、歯周病と並

ぶ 3 大疾患と考えられている。今回、顎関節症Ⅰ型に随伴した開口障害と肩こりを訴え、

全身浮腫を呈した一症例に対し、圧痛部位に相当する経穴および全身調整を目的とした鍼

治療を行い、症状の改善が得られたので報告する。 

【症例】47歳、男性。主訴：噛みしめ時の開口障害・肩こり・全身性の浮腫。 現病歴：X-2年

7月頃に京都府立医科大学附属病院にて急性リンパ性白血病治療として骨髄移植受け、同

月に移植片対宿主病を発症し、公立南丹病院内科にて薬物治療を開始した。同時期に、肩

こりを自覚し、全身性浮腫および排尿障害が出現した。X年 1月、車の運転中や咀嚼時に

開口障害が出現したため、公立南丹病院歯科を受診、顎関節症Ⅰ型と診断を受けた。同科

より鍼治療を含めた治療をすすめられ、本学附属病院歯科に来院した。 

【現症】開口距離 25㎜、開閉口時の顎偏位 2㎜以上、顎関節雑音(－)、顎開閉運動時痛(－)。左右

の咬筋・側頭筋・外側翼突筋・僧帽筋前縁・胸鎖乳突筋の其々に圧痛及び緊張(＋)。画像

所見として、単純 X線像では顎関節部に異常を認めなかった。 

【治療】咀嚼筋群及び頸肩部の筋緊張緩和・鎮痛・血流改善を目的に、圧痛を認める部位に対して

施術し、また夜間頻尿や浮腫などの症状に対し、東洋医学的弁証に基づいた施術を週１回

の頻度で行った。 

【評価】噛みしめ時の引きつり感に対して Visual Analogue scale（以下 VAS）、肩こりに対して 8

段階の Face scale、治療効果の評価として臨床顎機能異常指数(Helkimo,1974)を用い治療

前後で評価した。 

【結果】VAS、Face scale、臨床顎機能異常指数ともに直後効果が見られ、治療の継続により症状

の漸減を認めた。また、2 診目には日中尿量増加、夜間尿の減少を認め、5 診目以降、特

に左前腕および下腿浮腫の軽減、皮膚症状の改善を認めた。 

【考察・結語】今回、開口障害や肩こりが随伴した顎関節症Ⅰ型の患者に対して、咀嚼筋及び頸

肩部の圧痛部へ鍼治療を行ったところ、症状改善とともに QOLの向上を認めた。また全

身調整を目的とした治療を加えることで、排尿や浮腫の改善を認めた。このことから、顎

関節症Ⅰ型の随伴症状や全身症状に対して、鍼治療は有効であったと考えられた。 
	 

キーワード：顎関節症Ⅰ型、急性リンパ性白血病、移植片対宿主病、浮腫、鍼治療  
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03 L5 神経根症状に対して 
腰部への低頻度鍼通電が有効であった一症例 

○佐原俊作、齊藤真吾、伊藤和憲、北小路博司	 

明治国際医療大学	 臨床鍼灸学教室	 
	 

【目的】高齢者の腰下肢症状の原因には、腰椎の退行変性に伴う腰部脊柱管狭窄症などがある。高

齢者の腰下肢症状に対して鍼治療を行った過去の報告では、障害高位の夾脊穴への刺鍼や

椎間関節への刺鍼などが報告されている。今回は L5神経根領域に痛みやしびれを訴えた

患者に対して、障害高位の傍脊柱部に低頻度鍼通電を行うことで良好な経過が得られた症

例を報告する。 

【症例】66歳、男性。主訴：左殿部と左下腿前面外側の痛み・しびれ。現病歴：X年３月、歩行時

に左殿部と左下腿外側に痛みと・しびれを自覚した。その後、症状が改善しないため X年

4月、本学附属病院整形外科を受診、腰部脊柱管狭窄症と診断され服薬にて加療となった。

その後、症状の改善が得られないため本学附属鍼灸センターを受診した。 

【現症】来院当初、痛み・しびれを左下腿外側に強く訴えていた。また、足部に冷えを訴えるも、

色調の変化などは認められなかった。症状は歩行時に出現するが、立ち止まり、前傾姿勢

や屈伸運動を行うことで症状は改善した（間欠性跛行）。また、安静時痛も訴えており、

同じ姿勢を 2～3分取り続けると症状が出現するが、体位変換することで症状は消失した。

理学所見では SLR（左右陰性）、FNS（左右陰性）、下肢知覚（異常なし）、膝蓋腱・アキ

レス腱反射（正常）、ケンプ徴候（左陽性）、EHL（左右５）、FHL(左右 5)。X 線所見で

は第５腰椎と第 1仙椎の椎間孔の狭小化が確認できた。 

【治療】1 診目は症状を訴える障害高位の傍脊柱部と下肢の神経走行部位に 10 分間の置鍼を行っ

た。2～6診目では傍脊柱部への治療を低頻度鍼通電（10Hz、10分）に変更した。7～10

診では治療部位は同じで鍼通電の頻度を 2Hzに変更した。 

【評価】症状の強さを Visual	 Analogue	 Scale	 (以下 VAS)で、QOL を Roland-Morris	 Disability	 

Questionnaire	 (以下 RDQ)でそれぞれ評価した。 

【経過】1診目の VASは 76mm、5診目では 11mm、10診目は 13mmと改善を示した。RDQで

は 1診目では 10点、5診目では 4点、10診目では 2点と改善を示した。また、歩行距離

の延長や痛みが出現するまでの時間に延長が認められた。 

【考察】L5 神経根症状を呈した患者に対して、障害高位と考えられる傍脊柱部に低頻度鍼通電を

行ったところ、症状や QOLの改善が得られた。障害高位の傍脊柱部に対して低頻度鍼通

電を行うことは、腰下肢症状に対して有効な治療方法であると考えられた。 
	 

キーワード：低頻度鍼通電、神経根症状、腰下肢症状、腰部脊柱管狭窄症  
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04 術後感染症により心不全増悪を来たし 
下腿の浮腫を認めた患者に対する鍼治療 
○堀部豪 1)、鈴木雅雄 1)、古田大河 1)、大坂侑子 1)、	 
 竹田太郎 1)、福田文彦 1)、石崎直人 1)、苗村健治 2)	 

1)明治国際医療大学臨床鍼灸学教室、2)明治国際医療大学内科学教室	 
  

【はじめに】今回、人工骨頭置換術後に呼吸器感染症を併発し、その後から心不全の増悪に伴い、

下腿浮腫が難治化した高齢患者に対して鍼治療を行い、下腿浮腫の改善が得られたので報

告する。 

【症例】93 歳、男性。既往歴：特記事項なし。主訴：下腿浮腫。現病歴：X 年 4 月、チェーンソ

ーで作業中に転倒した際、右大腿骨頸部骨折を発症したため、本学整形外科にて手術を施

行した。術後より下腿浮腫を認めていたが、肺炎の併発を契機に、心不全が増悪したため

術後 42日後の 6月 5日に内科に転科となった。肺炎及び心不全に対し薬物療法が開始さ

れたが、肺炎の改善も乏しく、下腿浮腫の改善も認められないため、7 月 23 日より、心

不全及び下腿浮腫の改善を目的に鍼治療を開始した。所見：下腿最大径

(Rt/Lt:31.0cm/31.5cm)、足部周径 (Rt/ Lt:24.5cm/24.0cm)、体温：36.5 度、血圧：

100/48mmHg、血液検査（鍼灸開始時）：白血球:4090/µl、C反応性蛋白（CRP）:0.86mg/dl、

脳性利尿ペプチド（BNP）:73.7pg/ml。鍼治療：弁証論治に基づき、気陰両虚証、心気虚

証とし、1日 1回の治療を、土日を除き連日行った。評価：浮腫の評価として下腿の周径

を計測し評価した。心不全の評価として、BNPを用いた。 

【経過】当初患者は、「鍼、ホンマに効くんかいな」と鍼治療に対し、懐疑的であったが、治療回

数を重ねる毎に「鍼をしたら、寝られるようになった」、「足、だいぶ痩せてきたわ」、「今

日も鍼をしてくれ」と発言することが多くなった。7診目（7月 31日）には、下腿最大径：

Rt:29cm,Lt.31cm、鍼灸治療終了日の 27 診目（9 月 3 日）では、下腿最大径：

Rt:28.0cm,Lt.28.5cmであった。BNPは 6診目（7月 30日）に 56.2 pg/ml、19診目（8

月 20日）には 48.6pg/mlに減少した。治療期間を通して下腿浮腫の軽減が認められ、経

過良好のため、9月 5日に退院した。 

【考察・結語】本症例では、術後の肺炎増悪により、心不全が増悪したことで大循環系が障害さ

れ浮腫が生じたと考えられる。浮腫に対しては利尿剤が投与されていたが、下腿の浮腫の

改善が見られない状態であった。しかし、鍼治療を併用したことで患者のストレスが緩和

され心負荷が軽減し、下腿の浮腫が改善したと考えられた。そのため、歩行訓練などのリ

ハビリテーションが実施でき、離床が進んだ事で、退院へと繋がったと考えられた。 
	 

キーワード：高齢者、大腿骨頭置換術、心不全、浮腫、鍼治療  
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05野球守備動作に着目し遠隔鍼治療を用い 
内側広筋の筋緊張低下改善を試みた一症例 
○生田啓記 1,2)、酒井英謙 1,2)、高木綾一 2,3)、鈴木俊明 4)	 

1)健康スタジオキラリ、2)喜馬病院リハビリテーション部、3)医療法人寿山会	 法人本部、	 
4)関西医療大学大学院保健医療学部	 臨床理学療法学教室	 

 

【目的】野球の捕球時に体が左側に流れて送球しにくいと訴える男性を担当した。捕球動作の類似

動作として野球の守備時の構え姿勢から左下肢の左前方へのステップ(以下、左前方ステ

ップ)で評価したところ体幹左側屈、屈曲が見られた。左前方ステップ時に生じる体幹左

側屈、屈曲の原因と考えた左内側広筋の筋緊張低下に対して筋力強化を鍼と運動療法を併

用して行った。結果、体幹左側屈、屈曲が消失したので報告する。尚症例に発表の趣旨を

伝え同意を得た。 

【症例】17 歳男性、既往歴は両足関節内返し捻挫である。主訴は守備捕球時に体が左側に流れて

送球しにくいであった。 

【評価】左前方ステップでは体幹右回旋、左側屈、骨盤左回旋位、右下制、左股関節内転、内旋、

左膝関節外反、左下腿外旋を呈し体幹左側屈、屈曲が生じた。 

徒手筋力検査は膝関節伸展右 5、左 4－であった。しかし筋緊張検査は右内側広筋と比較

して左内側広筋の筋緊張低下を認めた。左前方ステップ時、徒手にて膝関節内側部を支持

し股関節内転、内旋、膝関節外反、下腿外旋を制動したところ骨盤右下制が消失し体幹左

側屈、屈曲も消失した。 

【治療】膝関節伸展筋に筋力低下を認めず、内側広筋の筋緊張低下の改善に伴い膝関節外反、下腿

外旋が内側広筋斜走線維の作用により制動されると考えた。4週間、週 3回の頻度で Quad 

Setting、Leg extensionを行った。左膝関節伸展徒手筋力検査は 4－から 4と筋力が増大

した。しかし左内側広筋の筋緊張低下改善は認めなかった。鈴木らは太白への鍼刺激によ

り内側広筋の筋機能を促通することができると述べている。そこで内側広筋の筋機能促通

を目的とし太白に置鍼状態で筋力強化を行った。治療内容は 4週間、週 3回の頻度で Quad 

Setting、Leg extensionを行った。 

【結果】左前方ステップ時の体幹右回旋、左側屈、骨盤左回旋位、右下制、左股関節内転、内旋、

左膝関節外反、左下腿外旋の改善がみられた。左膝関節伸展徒手筋力検査では 4から 5と

改善がみられた。左内側広筋の筋緊張低下改善を認めた。 

【考察】本症例では太白への鍼刺激と運動療法を併用したことにより内側広筋の筋緊張低下の改善

が得られた可能性がある。その結果、膝関節外反、下腿外旋が制動され股関節内転、内旋

が消失した。それに伴って骨盤右下制も消失し左腹斜筋は短縮位を回避できた。そのため、

腹圧が高まりやすい状態となり左腹斜筋の筋活動が促され体幹左側屈、屈曲の制動が可能

になったと考えた。 
キーワード：遠隔鍼治療、筋緊張低下、ステップ動作  
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06 郄門穴への経穴刺激理学療法が 
短母指外転筋 F波に与える影響について  

八坂純子、鈴木俊明	 
関西医療大学大学院 保健医療学研究科	 

              

【目的】手の厥陰心包経の郄門穴に対する経穴刺激理学療法（母指での圧刺激）が、短母指外転筋

を支配するα運動ニューロンの機能に与える影響について、Ｆ波を測定し、検討した。郄

門穴は、東洋医学においては血証に対する治療穴として知られている。 

【方法】対象は、本研究に同意を得た健常者 9名（男 6名、女 3名）、平均年齢 31.7±6.9歳である。

被験者を背臥位とし、右正中神経刺激で、右短母指外転筋から F波を導出、測定した。経

穴刺激としては、右前腕の郄門穴に、痛みを感じない程度の強度での、垂直方向への母指

圧刺激を 1分間行った。測定は、安静時、経穴刺激中、経穴刺激直後、経穴刺激終了時よ

り 5 分後、10 分後、15 分後の計 6 回行った。正中神経の刺激条件は、持続時間 0.2ms、

刺激頻度 0.5Hz、刺激回数 30回、刺激強度は最大M波導出の 1.2倍の強度とした。F波

分析項目は、振幅 F/M比、F波出現頻度、F波潜時とした。 

【結果】振幅 F/M 比、F 波出現頻度、F 波潜時のいずれについても、安静時と各試行ごとの対の

比較において、有意な差は見られなかった。 

【考察と結語】振幅 F/M比、F波出現頻度は、脊髄前角のα運動ニューロンの興奮性を示す指標

であることが知られている。どちらについても有意な差は見られなかったものの、全ての

試行において、安静時との比較で、振幅 F/M 比、F 波出現頻度ともに減少した被験者数

が、ともに増加した被験者数を上回っている。鍼による郄門穴への刺激が興奮性を高めた

とする先行研究結果とは異なるが、一方、経穴刺激理学療法では、経絡上の経穴への垂直

圧が抑制にはたらくことを示す研究結果が得られている。従って、郄門穴が所属する手厥

陰心包経は、前腕部では正中神経上を走行しているため、その抑制刺激が正中神経の興奮

性を抑制することも考えられるかもしれない。詳細は、今後の課題としたい。 
 

キーワード：下郄門、経穴刺激理学療法、F波、脊髄神経機能	 
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07 パーキンソン病に対する鍼治療の１例 
̶経皮質長経路反射（LLR）による評価を加えた症例̶ 

○福田晋平 1)、江川雅人 1)、苗村健治 2) 
1)明治国際医療大学 加齢鍼灸学教室、2)明治国際医療大学 内科学教室 

 

【症例】72歳女性。主訴：歩行困難。現病歴：69歳時に右手の振戦が出現し、パーキンソン病（PD）

と診断された。薬物治療を開始し振戦は軽減したが、70 歳時より小刻み歩行の出現や転

倒を繰り返すようになり、主治医より鍼治療の併用を勧められ、鍼治療を開始した。現症：

右上肢に安静時振戦が認められた。小刻み歩行を呈し手押し車を必要とした。すくみ足、

突進現象は認められなかった。自宅で毎日１回以上転倒していた。東医所見：[問診]寒が

り、口渇、便秘、腰痛、足部の冷え。[脈舌診]沈・遅脈、暗紅舌、薄白苔、老舌、舌下静

脈の怒張。 

【治療・評価法】腎陽虚証と弁証し、温補腎陽を治則として、合谷、三陰交、腎兪を、歩行の改

善を目的に、伏兎、血海、梁丘、陰陵泉、殷門、承筋を配穴し、40mm16号ステンレス鍼

を用いて鍼響後 10分間の置鍼術を行なった。鍼治療は、週に 1回、計 12回行った。PD

症状は専用評価表 Unified Parkinson’s Disease Rating Scale（UPDRS）により、歩行バ

ランス機能は Timed Up and Go（TUG）、大腿四頭筋筋力により下肢筋力を評価した。

PD 症状と関連し、PD の大脳基底核回路の異常を反映するとされる経皮質長経路反射

（LLR）を筋電図計により測定した。上記の評価項目は鍼治療期間の前後に測定した。 

【結果】UPDRSは 29→23と PD症状の改善が認められた。また、治療 3診目より室内では手押

し車が不要となり、杖つき歩行が可能となった。治療 10診目には足が前に出やすくなり、

転倒回数も減少した。鍼治療期間の前後では、TUGは 25.9→24.9秒、歩数は 40→37歩、

大腿四頭筋筋力は右 9.3→14.8kg、左 8.4→14.1 kgと、歩行困難が改善し、歩行バランス

機能と下肢筋力の改善も認められた。LLRの振幅は 1.14→0.90mVと低下した。LLR潜

時や持続時間に変化は認められなかった。 

【考察】鍼治療により、歩行機能や PD症状の改善を認め、本症例において鍼治療は有効と考えら

れた。PD症状の改善に伴って、筋電図にて LLR振幅の低下が認められた。PDに対する

鍼治療は、筋血流増加や筋緊張緩和など末梢における効果に加えて、LLR 振幅の低下で

示される、大脳基底核から大脳皮質や脳幹への過剰出力に対する抑制効果により PD症状

の改善をもたらした可能性も考えられた。 

	 

キーワード：パーキンソン病、鍼治療、歩行障害、経皮質長経路反射（LLR）  
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08 鍼灸治療により身体の動きに改善が認められた 
パーキンソン病の１例 

○真田あかね 1)、福田晋平 2)、廣正基 3)、江川雅人 2)	 

1)明治国際医療大学大学院	 臨床鍼灸学専攻、2)明治国際医療大学	 加齢鍼灸学教室、	 
3)明治国際医療大学	 健康・予防鍼灸学教室	 

	 

【症例】68歳女性。主訴：身体の動かしにくさ。現病歴：8ヶ月前より寝返り時に体動が困難と

なった。また、半年前より寝返り時に腰痛を自覚した。1ヶ月前に近医神経内科を受診し、

パーキンソン病(以下 PD)と診断され薬物治療を開始した。投薬後も症状の変化はなく、

明治国際医療大学京都駅前鍼灸センターPD鍼灸治療専門外来を受診した。現症：[PD症

状]前傾姿勢、動作緩慢を認めた。振戦は右手に軽度認め、筋強剛は右上下肢に中等度認

めた。小刻み歩行を認めた。[腰痛]第 2～5腰椎位での脊柱起立筋と腰方形筋に緊張と疼痛

を認め、大腿四頭筋、腸脛靱帯に緊張を認めた。また、ベッドからの起床時には腰痛を覚

え介助を要した。Hoehn－Yahrの重症度分類ではⅢ度と判定した。東洋医学所見：気分

の落ち込み、便秘、下肢の冷え、暗紅舌、細脈を認めた。鍼灸治療･評価方法：肝腎陰虚

証と弁証し、平肝補腎を目的に太衝、肝兪、腎兪を配穴した。腰痛に対して腰下肢の筋緊

張緩和を目的に風市、伏兎、梁丘、血海、足三里、腰部筋緊張部を配穴し、ステンレス製

40mm16号鍼を用いて鍼響後 10分間の置鍼術を行った。また腰下肢の血流改善を目的に

伏兎、足三里、腎兪、大腸兪に温筒灸 1壮を行った。鍼灸治療は週に 1回、計 20回行っ

た。PD症状は専用評価法である UPDRS、うつ状態は高齢者うつ尺度(GDS)、「身体の動

き」や「便秘」などの全身症状は演者ら作成の健康調査表、QOLは専用評価表である PDQ

－39により評価した。評価は初診時と 10診時、20診時に行った。 

【結果】治療 10診時より振戦が消失し、12診時より腰痛の軽減を認め、寝返りや起床に介助を要

さなくなった。また、頻繁に外出できるようになった。UPDRSは 53→45→34と PD症

状は改善され、特に運動能力の項目で改善がみられた。健康調査表は「身体の動き」「気

分」「倦怠感」の改善を認めた。GDS は 16→9→9 とうつ状態の改善を認め、PDQ－39

は 114→79→44と改善し、特に「情動面」、「コミュニケーション」で QOLの向上を認め

た。 

【考察・結語】鍼灸治療による疼痛の緩和と運動機能の改善が日常生活動作の範囲の拡大をもた

らし、うつ状態の改善など QOLの向上につながったものと考えられた。 

	 

キーワード：パーキンソン病、鍼灸治療、QOL、UPDRS、PDQ－39  
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09 認知症に伴い自発性の低下を呈した 
施設入所高齢者に対する鍼治療の１例 
○芝貴洋 1)、福田晋平 2)、高橋則人 2)、江川雅人 2) 

1)明治国際医療大学大学院 臨床鍼灸学専攻、2)明治国際医療大学 加齢鍼灸学教室 
 

 

【症例】87歳女性。主訴：自発性の低下。診断名：アルツハイマー型認知症。現病歴：10年前か

ら高齢者福祉施設「はぎの里」（京都府南丹市）に入所中で、1 年前より認知機能の低下

に対してドネベジル塩酸塩（アリセプト）の処方を受けていた。1 年前から頻尿を訴え、

鍼治療の開始となった。現症：意識は清明だが、問いかけに対しては、うなずく、首を振

る、あるいは「だめ」「悪い」など単語での返答があるのみで、無表情、何事にも無関心

で、自発性の低下が著明に認められた。挨拶の言葉も見られず、良好なコミュニケーショ

ンはとれなかった。頻尿の訴え（1 日に 50 回の排尿）はあったが、客観的には確認され

ず、器質的な病変は認められなかった。鼻汁と流涙も訴えていたが、客観的には著明では

なかった。 

【鍼治療】頻尿には中極、鼻汁には顴髎、流涙には晴明を配穴し、ステンレス製 30mm16号鍼で

10分間の置鍼術を行った。鍼治療は週 1回とした。 

【結果】5ヶ月間に 16回の鍼治療を行った。8診時までは鍼治療前に排尿を要したが、9診時から

は不要となり、12診時以降は頻尿の訴えは消失した。自発性の低下については、10診時

以降から「ありがとう」といった発語が認められ、12 診時では「おしっこは問題なくな

ってきた、落ち着いている」といった具体的な説明が出来るようになった。16 診時では

笑顔で会釈するなど、コミュニケーション能力の向上が伺われた。 

【考察・結語】本症例では、愁訴に対する鍼治療により認知症による自発性の改善が認められた。

認知症患者の治療においては、器質的な病変や客観的な症状が無くとも、患者の訴えに対

する施術を行い、精神的な苦痛に応じることが自覚的な訴えの軽減をもたらし、自発性の

改善や、コミュニケーション能力の向上につながるものと考えられた。 
	 

キーワード：認知症、高齢者、意欲低下、鍼治療  
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10 アキレス腱付着部への2分間の集毛鍼刺激が 
ヒラメ筋のＨ波に与える影響 

○髙橋護 1,2)、鈴木俊明 3)、谷万喜子 3)、高木綾一 4)	 

1)関西医療大学大学院、2)健康スタジオキラリ鍼灸・マッサージ院、	 
3)関西医療大学保健医療学部	 臨床理学療法教室、	 
4)喜馬病院	 リハビリテーション部	 

	 

【目的】我々は、ジストニアの皮膚短縮および筋緊張亢進部位の改善を目的とした集毛鍼治療をお

こなっている。集毛鍼による皮膚短縮および筋緊張亢進部位の改善の臨床的効果は認めら

れているが、その神経生理学的機序は明らかではない。先行研究のアキレス腱付着部への

集毛鍼 1分間刺激では安静時と比べ刺激中に振幅H/M比の低下がみられ、刺激後 10分後、

15分後に振幅 H/M比の増加がみられた。今回の研究は集毛鍼刺激時間による脊髄神経機

能の興奮性に与える影響の違いを検討するために 2分間での脊髄神経機能を検討した。 

【方法】対象は、本研究に同意を得た健常者 19 名（男性 11 名、女性 7 名、平均年齢 24.8±5.6

歳）の左下肢を対象とした。なお、本研究は関西医療大学倫理委員会の承認をえている。

被験者を腹臥位とし、安静時、集毛鍼刺激開始時、集毛鍼刺激開始 1分、集毛鍼刺激直後、

5 分後、10 分後、15 分後に脛骨神経刺激によるヒラメ筋Ｈ波を導出した。Ｈ波導出の刺

激条件は、膝窩部で脛骨神経に対して持続時間 0.2msの短波形をＭ波出現閾値の 1.2倍の

強度で与えた。刺激頻度は 0.5Ｈｚ、刺激回数は 30回とした。記録電極はヒラメ筋筋腹上

に、基準電極は内果に貼付した。集毛鍼刺激はステンレス製鈴付小児鍼（前田豊吉商店製）

で、左アキレス腱付着部に 2 分間刺激した。得られた波形から振幅Ｈ/Ｍ比を算出し、集

毛鍼刺激前後で比較した。統計学的には Dannett検定を用いた。 

【考察】アキレス腱付着部への集毛鍼刺激はアキレス腱付着部上層の皮膚にある自由神経終末が痛

みを感知し、その刺激を微小な電気に変え、外側腓腹神経の Aδ線維に伝える。外側腓腹

神経からの電気は脛骨神経を介して、脊髄レベル L4~S3 の脊髄後角に伝えられる。その

後外側脊髄視床路を上行し視床に伝えられる。ここから大脳皮質の感覚野に投射され感覚

を感受する。痛みを感知すると、その情報は中脳灰白質に伝えられ、下行性抑制系が作動

する。下行性抑制系は L4~S3 レベルの脊髄後角に作用し、後角に入る侵害受容器ニュー

ロンの抑制をする。このため、H波導出のための脛骨神経の刺激も抑制がかかり脊髄神経

機能の興奮性の低下がみられたと考えられる。 

【結語】アキレス腱付着部への 2分間の集毛鍼刺激では集毛鍼刺激開始、集毛鍼刺激開始 1分で有

意な低下を示した。 
	 

キーワード：集毛鍼、Ｈ波、脊髄  
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11 頸部ジストニアに対するハンガー反射の検討 
－ハンガー装着位置での効果比較－ 

○田中健一 1,2,3)、谷 万喜子 4,5)、鈴木俊明 4,5)、酒井英謙 2,3)、 
 高木綾一 3)、平松哲郎 6)、吉田宗平 5) 

1)関西医療大学附属診療所 研修員、2)Kirari鍼灸マッサージ院、 
3)喜馬病院リハビリテーション部、4)関西医療大学保健医療学部 臨床理学療法学教室、 
5)関西医療大学 神経病研究センター、6)樟葉病院リハビリテーション部 

 

【目的】我々はジストニア患者に対して鍼治療を行い効果を得ている。ハンガー反射とは、「針金

製ハンガーを頭にかぶると首がひとりでに回る」という現象であり、頸部ジストニアへの

治療応用の可能性が示唆されている。先行研究においては全ての症例に対して右回旋方向

を誘導するハンガー装置位置での検討を行った。今回は症状により生じる回旋方向とは逆

方向の回旋を誘導するハンガー装置位置にて測定し、先行研究との効果を比較検討した。 

【方法】対象は本研究に同意を得た頸部回旋偏倚を呈する頸部ジストニア患者 10名とし、安静座

位時の体幹と頸部の姿勢を測定した。次に閉眼させ頸部を正中位に保持し、頭部にハンガ

ーを装着した。ハンガーは、耳介上端の高さで矢状面から 45°の位置に合わせ、フック

を後方に向けて装着した。ハンガー装着後、頸部姿勢を 20秒間隔で 3回測定した。また、

鍼治療前後に測定した。 

【結果】ジストニア患者 10名中 9名にハンガー装着時の頸部偏倚角度の改善が認められた。ハン

ガー装着前後の回旋角度を比較した。平均は装着前 28.6±18.1度、装着後 12.9±12.7度

であり、ハンガー装着後回旋角度が有意に減少した(p<0.01, paired t-test)。また、症例

10 名中 5 名にて症状が改善したという自覚を認めた。鍼治療前後での頸部偏倚角度は変

化を認めたが、ハンガー装着時の偏倚角度には有意な変化は認められなかった。 

【考察】先行研究では全症例に対して右回旋方向を誘導するハンガー装置位置での検討を行った。

その結果では頸部ジストニア患者 12名中 8名にハンガー反射が出現した。出現した 8名

の内、頸部左回旋を伴い偏倚角度が改善した症例が４名存在した。そのため、偏倚方向と

反対方向を誘導するハンガー装着が良いと考えた。先行研究と今回の結果で頸部偏倚角度

の改善率を比較すると先行研究では 33％、今回では 90％であった。結果の比較から、頸

部回旋偏倚を呈する頸部ジストニア患者において頸部回旋偏倚方向とは逆方向の回旋を

誘導するハンガー装置位置が良いと考えられた。今後はハンガーでの刺激を円皮鍼、粒鍼

に変えて検討したい。 

【結語】今回、頸部回旋偏倚を呈する頸部ジストニア患者に対して回旋方向とは逆方向の回旋を誘

導するハンガー装置位置にてハンガー反射を測定し検討した。先行研究との比較において

も、頸部ジストニア患者に対しては症状による回旋方向とは逆方向に誘導するハンガー装

着位置が治療応用可能であることが考えられた。 

キーワード：ハンガー反射、ジストニア、鍼治療、不随意運動  
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12 頸部ジストニア患者への筋緊張亢進に対する 
集毛鍼刺激の効果 

―組織硬度計を用いた検討― 
○鈴木俊明 1)、谷 万喜子 1)、田中健一 3,4,5)、髙橋 護 2)、大崎美香 3,4,5)、吉田宗平 2,6) 

1)関西医療大学保健医療学部 臨床理学療法学教室、 
2)関西医療大学大学院 保健医療学研究科、3)関西医療大学附属診療所 研修員、 
4)健康スタジオキラリ、5)喜馬病院リハビリテーション部、 
6)関西医療大学 神経病研究センター 

 

【目的】頸部ジストニア患者に対して、筋緊張抑制を目的に集毛鍼を用いて鍼治療を行っている。

本研究では、板状筋の筋緊張亢進により頸部回旋偏倚を認める頸部ジストニア患者に対す

る集毛鍼刺激の効果を、組織硬度計にて検討した。 

【方法】板状筋の筋緊張亢進により頸部回旋偏倚を認める頸部ジストニア患者 8名（男性 5名、女

性 3 名）、平均年齢 48.6±8.7 歳を本研究の対象とした。罹患筋である板状筋を上にした

側臥位の状態で、組織硬度計 OE-220（伊藤超短波）を用いて板状筋の筋硬度を測定した。

次に集毛鍼による刺激を 5分間実施し、刺激終了後に再度、筋硬度を測定した。 

【結果】板状筋の筋硬度は、集毛鍼刺激前 28.9±11.4％、刺激後 22.9±13.3％であった。集毛鍼

刺激後における筋硬度の相対値（刺激後筋硬度/刺激前筋硬度）は 0.79±0.21 であり、刺

激後に明らかな筋硬度の低下を認めた。 

【考察】集毛鍼刺激は、小児の疳の虫などに対するアプローチで用いられる。本研究のような、筋

緊張抑制を目的とした集毛鍼の応用に関しては報告されていない。先行研究では、健常者

のヒラメ筋への集毛鍼刺激によって、刺激中の H波抑制、刺激終了後の H波促通を示し

た。この結果は、集毛鍼刺激中においては対応する脊髄神経機能の興奮性を抑制し、刺激

後には促通する傾向であることを示している。本研究では、板状筋に筋緊張亢進を認める

ジストニア患者に対する集毛鍼刺激の効果を組織硬度計で検討し、集毛鍼後に筋硬度は低

下した。集毛鍼は鍼長が短く、また鍼先が鋭利ではないため、筋に直接刺激が到達する可

能性は低い。そこで、集毛鍼刺激で筋硬度が低下した理由に関しては、皮膚そのものの硬

度低下が反映している可能性、皮膚の伸張が、その下の板状筋を伸張させる可能性、皮膚

（C3～5）への痛覚、圧覚刺激が脊髄、上位中枢を抑制させることで板状筋の筋緊張を抑

制する可能性を考えることができる。 

【まとめ】板状筋に筋緊張亢進を認める頸部ジストニア患者への集毛鍼刺激は、刺激部位である皮

膚の緊張とともに板状筋の筋緊張も抑制する可能性が示唆された。 

 

キーワード：頸部ジストニア、集毛鍼、筋硬度、板状筋	 
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13 体幹アライメントに着目して鍼治療を行った 
頸部ジストニアの一症例 

○尾羽根実央 1,2)、酒井英謙 1,2)、高木綾一 2,3)、谷万喜子 4)、鈴木俊明 4)	 

1)健康スタジオキラリ、2)喜馬病院リハビリテーション部、	 
3)医療法人寿山会	 法人本部、4)関西医療大学保健医療学部	 臨床理学療法学教室	 

	 

【目的】ジストニアとは、持続的な筋緊張によりしばしば捻転性または反復性の運動や異常な姿勢

を来す病態である。筋緊張異常が原因と言われており、反復動作が発症のリスクになると

報告されている。今回、ミシン動作により頸部、体幹を側屈させる反復動作が発症のリス

クとなった一症例に対し体幹に着目して鍼治療を行った結果、症状の改善が見られたため

報告する。 

【症例紹介】31歳女性、診断名は頸部ジストニアである。主訴は「首と身体をまっすぐにしたい」

である。また本症例は、ミシン作業をすることが多く、その作業姿勢がジストニア症状と

なった。 

【評価】安静立位において頸部左回旋・右側屈・頭部伸展・体幹右側屈・骨盤左回旋・骨盤右挙上・

体幹軽度屈曲位であった。筋緊張検査では、右内・外腹斜筋の筋緊張低下と右腰背筋の筋

緊張亢進が認められた。表面筋電図検査では、左胸鎖乳突筋・左板状筋の筋活動低下が認

められた。また、右下肢へ荷重した際の右内・外腹斜筋の筋活動低下も認められた。 

【治療・経過】治療方法は、筋電図上で筋緊張異常が生じている一次障害の腹筋群に対しては衝

陽、腰背筋に対しては崑崙、頸部筋に対しては外関・後谿に用いて筋緊張促通または抑制

を目的とした鍼治療を行った。また、二次障害である皮膚および筋の短縮を触知した部位

には集毛鍼を行った。その後、右下肢へのウエイトシフトを行い、体幹筋の促通を行った。

治療後、頸部左回旋・右側屈・体幹右側屈・骨盤左回旋・骨盤右挙上が軽減された。筋緊

張検査において、右腰背筋の筋緊張亢進の改善が認められた。また、表面筋電図評価では

安静立位では右胸鎖乳突筋・左右板状筋・右内外腹斜筋に筋活動増加が認められた。 

【考察】ジストニアは大脳基底核の障害であるため、随意運動を制御することが困難であるといわ

れている。そのため、運動療法で治療を行った際に誤った動作を学習してしまう可能性が

ある。鈴木らは遠隔部鍼刺激を行うと大脳基底核の血流量が増加する可能性があると報告

している。今回、鍼治療と運動療法を併用で行った結果、大脳基底核の血流量増加により、

随意運動の制御を行うことができたことで頸部、腹部の筋活動が促通され、頸部、体幹ア

ライメント改善につながったのではないかと考えられた。 

【結語】頸部ジストニアに対して、日常動作との関連を考え、鍼治療と運動療法を併用することが

効果的である可能性が考えられた。 

キーワード：頸部ジストニア、鍼治療、ウエイトシフト  
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14 Visual Analogue Scale (VAS) 運用時における 
独立記入方式と非独立記入方式の比較 
○嶋田琢磨、稲垣順也、岡村麻生、播貞華、七堂利幸  
大阪医療技術学園専門学校、東洋医療技術教員養成学科 

 

【目的】VAS は鍼灸の臨床研究でも多用されているが、国内での使い方には本来の使い方でなく、

自己流が目立つ。ある評価法を使った研究は、その使い方に妥当性があってこそ意味を持

つのであり、今回は問題の一つである「前の記録を見て順次 VAS を付けていく」という

ものに妥当性があるかどうかを調べた。 

【方法】VAS を独立記入方式（前回の記入を確認できない状態での記入）と非独立記入方式（前

回の記入を確認できる状態での記入）の２方式で、同時並行して実施。独立記入方式では

１用紙に１日分の評価だけを記入させ、非独立記入方式では１用紙に数日分の評価を続け

て記入させた。被検者は２４名（著者中４名を含む）で、評価する症状は被検者ごとに実

施第１日目の主訴とし、期間は８日間、毎日一定の時間に記入。得られた値で

『Autoregressive Time Series Modeling 

(http://home.ubalt.edu/ntsbarsh/Business-stat/otherapplets/Autoreg.htm)』にて計算を行い、

出力された「Autorrelation」 値を自己相関係数 (Autocorrelation Coefficient) として２

方式を比較した。 

【結果】被検者２４名の自己相関係数の平均値 (Mean) は、独立記入方式では 0.21 (SD : 0.33)、

非独立記入方式では 0.29 (SD : 0.36) となった。 

【考察】独立記入方式より非独立記入方式で自己相関係数が高値となったことにより、非独立記入

方式ではほぼ一つ前の記入の影響を受けていることが分かった。こうして得られた VAS 

値を使って検定などの計算をするならば、自己相関を考慮する必要があるが、全くなされ

てこなかった。今回の結果は、解析に独立した検定ではなく対応のある検定を使うにして

も、前提として、VAS の記入は独立して行われるべきであることを表している。 

【結果】自己相関係数を用いて VAS の独立記入方式と非独立記入方式とを比べた結果、自己相関

係数には差（平均 0.08）があり、当然後者で自己相関が大きかった。鍼灸の臨床研究に

おいて VAS を使うならば、非独立記入方式が不適切であることは押さえておく必要があ

る。 
	 

キーワード：VAS、Autocorrelation、自己相関、自己相関係数	 
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15 圧痛計の信頼性試験 
○丹羽智美、池田晋太郎、花原容成、杉本洋子、七堂利幸	 
大阪医療技術学園専門学校 東洋医療技術教員養成学科	 

 
【目的】圧痛計「(有) 松宮医科精器製作所製、型番：FP メータ」は、経穴の圧痛を測定する方法

の一つとして、鍼灸の研究や学内実習で使用されている。この計器は信頼性試験が行われ

ないまま市販され、消費者である鍼灸関係者によって用いられているが、研究に使われる

道具に信頼性がなければ、それを使った研究には意味がない。そこで、当該圧痛計の信頼

性試験を行い、これが科学的に実用に耐えるものかどうかを調べた。 

【方法】当該圧痛計を用い、頭部（百会）・手部（合谷）・腹部（天枢・大巨）・背部（腎兪）・足部

（足三里）の計６種の経穴において、被験者１名と検者３名から成る組を２つ用意し、圧

痛を測定（百会以外は、それぞれ左右両側を計測）。得られた測定値を『香港中分大学 

(http://department.obg.cuhk.edu.hk/researchsupport/IntraClass_correlation.asp) 』 の 

「Intraclass correlation」にて間隔尺度として計算し、出力された「Meaned」の数値を

級内相関係数 (ICC: Intraclass correlation coefficient) として使用して、同一被検者の各

経穴で測定された検者ごとの値で検者間信頼性を調べた。同時に、各検者が同一被検者の

各経穴を測定した２度の値で検者内信頼性を調べた。 

【結果】検者間信頼性を示す級内相関係数は、右で 0.56、左で 0.62 となった。一方、検者内信

頼性を示す級内相関係数は、右で 0.75、左で 0.81 であった。 

【考察】級内相関係数が 0.7 以上ないと一般に「信頼性あり (good reliability)」とは言えないの

で、今回の結果により、当該圧痛計には検者間信頼性はなく、検者内信頼性はあると言え

る。この結果は当該圧痛計の使用の限界を示しており、注意が必要である。 

【結語】鍼灸臨床において当該圧痛計を用いるならば、同一検者が同一被検者を２度測定する場合

は信頼性があるので使えるが、検者を代えて同一被検者を測定すると信頼性はなく使えな

いということに注意する必要がある。 
 

キーワード：圧痛計、信頼性試験、級内相関係数、ICC、reliability  
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16 灸頭鍼における艾球の中心温度と落下地点温度の経時的変化 
○長岡里美、新原寿志、日野こころ、谷口博志、角谷英治	 

明治国際医療大学	 基礎鍼灸学ユニット 

【目的】灸頭鍼の艾球の中心温度と落下地点の温度を測定し、艾球落下による熱傷に注意すべき時

間帯について検討した。 

【方法】鍼はステンレス製毫鍼（Mタイプ・50mm・20号鍼、セイリン）を、艾は灸頭鍼用艾（若

草、山正）を用い、艾球サイズは 0.15g（直径 13±1mm）、0.30g（直径 16±1mm）、0.60g

（直径 24±1mm）とした。中心温度測定は、温度センサーを艾球中心に挿入して行い、

また、落下地点の温度測定は鍼刺入地点の外方 2mm に温度センサーを静置して行った。

落下地点の温度は、中心温度が最高温度に達すると予想される時点前後から 30 秒毎に艾

球を人為的に落下させ測定した。各測定は 5回ずつ行い、データは平均±標準偏差で表記

した。 

【結果】艾球中心の最高温度は、艾球 0.15g、0.3g、0.6g で、それぞれ 569±26℃、606±26℃、

624±48℃であった。艾球 0.15g の落下地点温度は、点火後 60 秒で落下させた場合、落

下直後、落下後 5秒、落下後 10秒でそれぞれ 45±2℃、105±12℃、155±19℃であり、

点火後 90秒の場合、直後、5秒、10秒でそれぞれ 45±2℃、49±6℃、64±10℃であり、

点火後 120秒の場合、直後、5秒、10秒でそれぞれ 41±1℃であった。艾球 0.30gでは、

点火後 120秒で落下させた場合、直後、5秒、10秒でそれぞれ 53±5℃、80±15℃、119

±16℃であり、点火後 150秒の場合、直後、5秒、10秒でそれぞれ 44±3℃、57±21℃、

68±28℃であり、点火後 180秒の場合、直後、5秒、10秒でそれぞれ 38±1℃であった。

艾球 0.60gでは、点火後 180秒で落下させた場合、直後、5秒、10秒でそれぞれ 69±3℃、

96±14℃、135±20℃であり、点火後 210 秒の場合、直後、5 秒、10 秒で 54±3℃、70

±9℃、94±19℃であり、点火後 240秒の場合、直後、5秒、10秒で 48±1℃、63±9℃、

77±20℃であり、点火後 270秒の場合、直後で 42±0℃、5秒と 10秒でそれぞれ 43±1℃

であった。 

【考察・結語】落下地点の温度は、艾球 0.15g、0.30g、0.60g においてそれぞれ点火後 120 秒、

180秒、270秒で 45℃未満になることから、施術者は少なくともこの時間まで艾球を注視

（落下に注意）する必要があると考えられた。 

 

キーワード：灸頭鍼、艾球落下、中心温度、落下地点温度  
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17 鍼治療の安全性向上に関する文献的検討 －神経傷害－ 
○古瀬暢達 1)、山下 仁 2) 

1)大阪府立視覚支援学校、2)森ノ宮医療大学大学院 

【目的】国内で発生した鍼治療の有害事象に関する文献は定期的にまとめられ報告されているが、

ひとつのテーマに絞って文献を長期的な視点で分析したものは少ない。そこで我々は、

1980 年代から 2000 年代までに報告された国内で発生した神経傷害に関する文献をまと

め分析・検討を行った。 

【方法】医中誌 Web を利用し、1980 年 1 月～2009 年 12 月までに発表された鍼治療に関する神

経傷害の有害事象論文を検索した。検索に際しては、「鍼灸・神経傷害」及び「鍼灸・有

害事象・有害作用」の組合せで行った。また、同じ時期に限定して PubMed を用いて同

様の検索（acupuncture and neurological insult）を行い、著者名が日本人であるものを

抽出した。 

 収集された論文を用い、①原因による分類②傷害発生部位③年代別比較、について検討

した。なお、本研究では「神経傷害に関する論文」を「鍼治療後に残存した神経傷害に伴

う症状の記述のあるもの」と定め、例えば折鍼の指摘があっても具体的な症状発現の記述

がなければ検討対象論文から除外した。 

【結果】全部で 55文献 71症例が検索された。内訳としては、埋没鍼が 18例、折鍼による伏鍼が

40例、刺鍼による傷害が 13例であった。傷害部位は、頸部 59例・腰部 5例・上肢１例・

下肢 3例・殿部 3例・体幹部１例であった。 

 年代別では、1980年代が 22文献 35症例（埋没鍼 12例・折鍼による伏鍼 20例・刺鍼

による傷害は 3例）、1990年代が 19文献 22症例（埋没鍼 4例・折鍼による伏鍼 13例・

刺鍼による傷害は 5 例）、2000 年代が 14 文献 14 症例（埋没鍼 2 例・折鍼による伏鍼 7

例・刺鍼による傷害は 5例）であった。 

【考察】折鍼による伏鍼が 71 症例中 40 例（56.3％）・埋没鍼が 18 例（25.4％）と体内に残存し

た鍼が迷入し傷害を起こしているものが多かった。また、傷害部位は頸部が 71症例中 59

例（83.1％）と圧倒的に多かった。年代別では神経傷害に関する論文は減少傾向がみられ

た。埋没鍼・折鍼の報告が減少し相対的に刺鍼による傷害の割合が高くなってきている。 

【結語】埋没鍼の禁止とディスポーザブル鍼の普及により、埋没鍼および折鍼による報告が減少し、

相対的に刺鍼による傷害の割合が高くなってきている。傷害部位としては頸部が圧倒的に

多く、この部位への深刺は神経傷害のリスクがあることを考慮しておく必要がある。 

 

キーワード：神経傷害・折鍼・埋没鍼・伏鍼・有害事象  
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18 上鍼灸師が法令上行うことのできる行為（第二報） 
―鍼灸師の業と医業類似行為― 

坂部昌明 
明治国際医療大学非常勤講師 

 

【目的】今回取り上げるのは、鍼灸師が熟知しておくべき最重要事項である「鍼灸の法的位置付け」

及び「鍼灸師の法的位置付け」である。 

 鍼灸師の最大の弱点のひとつとして、自己の法律行為に対する無知が挙げられる。法律

は、「とある権威者の感想」を指すのではない。少なくとも、法律を議論するうえでは「立

法された法の趣旨と、その解釈」をもってこれをなすべきである。ところが、これまでに

「立法された法の趣旨と、その解釈」を対象とした議論はほとんどない。様々な法律的な

課題が存する鍼灸師であるが、ここでは、根源的事項である「鍼灸の法的位置付け」及び

「鍼灸師の法的位置付け」を明確にし、今後の法的議論の活性化を図りたい。 

【方法】「鍼灸の法的位置付け」及び「鍼灸師の法的位置付け」についてインターネットデータベ

ース（LEX/DB インターネット、WESTLAW JAPAN）及び、判例集その他判例の一覧

等を参考にし、公的判例集（最高裁判所民事判例集など）を蓄積し、その中身を分析した。 

【結果・考察】「鍼灸の法的位置付け」及び「鍼灸師の法的位置付け」は立法時点で、「医業類似

行為とは『疾病の治療又は保健の目的を以て光熱器械、器具その他の物を使用し若しくは

応用し又は四肢若しくは精神作用を利用して施術する行為であって他の法令において認

められた資格を有する者が、その範囲内でなす診療又は施術でないもの、』換言すれば『疾

病の治療又は保健の目的でする行為であつて医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう

師又は柔道整復師等他の法令で正式にその資格を認められた者が、その業務としてする行

為でないもの』」とされている。（仙台高裁 昭和 29 年 6 月 29 日判決 昭 28(う)第 275 号）

とされている。重要なことは、医業類似行為とは「免許行為以外」であるという点である。 

【結語】今回の検討の結果、「鍼灸は医業の一部であること」及び「鍼灸師は医業の一部を行うこと

を免許された者であること」が明らかになった。しかしながら、憲法 12条が述べるとおり、

これら法的事項は不断の努力によってこれを保持することが求められる。ここにいう不断

の努力には、教育水準の向上、鍼灸師の質の向上、学術的向上、業団の質の向上など、あり

とあらゆる事項が含まれる。今後は、よりいっそう、先に挙げた「不断の努力」への真摯

な検討が求められる。 

 

キーワード：あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律、医業類似行為、業務範囲  
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19 中医学弁証論治による月経痛に対する効果 
―53症例集積による検討― 

中村真理 
関西東洋医学臨床研究会、森ノ宮医療大学、森ノ宮医療学園専門学校、まり鍼灸院 

 

【目的】月経痛は、月経随伴症状の一つであり、女性の QOL向上の為には、少しでも月経痛を軽

減できる方法がある事が望ましい。そこで、月経による下腹痛、腰痛、頭痛に対して、中

医学弁証論治と共通局所治療を採用し、鍼灸治療の有効性を検討したので報告する。 

【方法】対象：当院にて 2009年 1月～2011年 4月に初診時および 3回目の月経終了までに月経

痛を訴えた患者 53名（平均年齢 35.4歳±3.8）調査内容：①月経痛の評価時期：初診時

(以下０回)、初診後 1 回目月経後（以下１回）、2 回目月経後（以下２回）、3 回目月経後

（以下 3回）に実施した。②対象とした症状：月経中の下腹部・腰部・頭部の痛み（対象

53 名）③来院当日月経痛をその同日の治療前後に評価した（対象 39 名）。評価方法：

Numerical Rating Scale（NRS）を用いた。最大の痛みを 10、最小のを 0と 11段階

で評価した。治療方法：全身調整として中医学弁証による配穴法を採用した。局所治療

として会陽・腰兪・関元に半米粒大の 8分灸、次髎・三陰交に 1寸 3分 10号を約 10分

間置鍼した。分析方法：分散性を Friedman 検定で検討し、有意差が見られた場合は多

重比較検定をWilcoxonの符号付順位検定を用いて初診時の値と比較した。有意水準は 5％

とした。 

【結果】下腹痛、腰痛は有意に改善し、その改善の程度は治療により加重される傾向が見られた。

頭痛は、有意差は見られなかった。また、来院当日月経痛を訴えた 39 名を NRS 平均値

で施術前・後に比較すると施術前 4.8施術直後 1.2と改善し、39名中 38名に改善がみら

れた。 

【考察】今回は月経痛の症状の変化を症例集積により検討した。その結果、下腹痛・腰痛について

は有効性と加重効果がみられた。しかし、頭痛はどの時点においても有意差は見られなか

った。ストレスや気候条件等を加味しながら、今後検討していきたい。また、来院当日に

月経痛を訴える患者は同日の治療前後で NRS に大きく改善が見られた。月経痛の改善に

即効性があると考える。 

【考察】月経痛を訴える患者 53名に対して、中医弁証による配穴法に局所治療を加えた結果、症

状が有意に改善した。今回は月経痛をテーマに取り上げたが、今後はMDQを用いて他の

月経随伴症状についても検討したい。 また、婦人科疾患が有る者、無い者を分けて検討

する必要があると考える。 

キーワード：中医学弁証論治、月経痛、月経随伴症状  
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20 中医弁証論治による美顔鍼灸の効果検討	 
○林 瑞穂 1,2)、中村真理 1,2,3)	 

1)関西東洋医学臨床研究所、2)まり鍼灸院、3)森ノ宮医療学園専門学校	 
 

【目的】我々は、全日本鍼灸学会において、美容鍼灸の効果をテーマに数回発表してきた。今回は、

頭面部の局所美顔鍼を施術していない患者（以下全身群）113名を対象とし、全身治療の

みで美顔の効果があるか否かを検討したところ、有意な改善がみられたので報告する。 

【方法】対象 :当院にて H19年 8月～H24年 4月に、全身群 113名（平均年齢 38.5歳±8.1歳）

調査時期 :施術前、施術 10 回後（以下施術後）に実施した。調査内容：美顔問診票を用

いて、①悩み別総合評価（しわ、たるみ、くすみ、赤み、毛穴の開き、ニキビ、油浮き、

乾燥） ②症状別部位別悩み度しわ（おでこ、目の下等） ③随伴症状（肩こり、腰痛、

頭痛、生理痛、冷え性、胃の不快感、便通、背中のニキビ、眼精疲労） ④お顔の状態総

合評価 評価方法 :①～③については0～4の5段階、数値が大きくなるほど悩み度が高い。

④についてはフェイススケール（0～4の 5段階）にて評価した。治療 :中医弁証論治によ

る全身治療を施した。治療頻度 :1～2 週に 1 回以上 分析 :解析は各測定について対応の

あるｔ検定を実施した。なお、解析ソフトは SPSS(Ver.19forwindows,SPSSInc)を使用し、

有意確率は 5％未満とした。 

【結果】①悩み度総合評価は、くすみ 0.9±1.2→0.7±1.1等全ての症状が軽減、有意差がみられた。

②症状別部位別悩み度は、部位によっては一部有意差がみられないものもあった。③随伴

症状は、肩こり 2.5±1.3→2.0±1.3等全て有意差がみられた。④フェイススケールによる

評価では総合 2.3±0.9→1.3±0.9等いずれも有意差がみられた。 

【考察】結果から、全身治療のみでも治療を重ねていくことで、美顔効果が期待できることが示唆

された。また、症状別項目の一部の有意差が認められなかった。理由として、悩みスコア

が低いことがあげられる。臨床上も美顔群の方が悩みが高く、効果も大きいと実感してい

る。これはしわやたるみ、ホウレイ線等の顔面部の美容目的として来られている方が多く、

効果も大きいと考えられる。今後、二群の比較分析も必要と考える。 

【結語】全身治療のみでも、治療回数を重ねることで体質が改善され、美顔効果につながることが

示唆された。また、随伴症状も改善されお顔の悩みも改善される。これをアピールすれば、

患者の治療満足度の向上につながると考える。 
 

キーワード：美容鍼灸、中医弁証、有意確率  
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21 鍼灸治療による季節性アレルギー症状の改善 
○西口陽子 1,2)、中村真理 1,2,3)	 

1)関西東洋医学臨床研究所、2)まり鍼灸院、3)森ノ宮医療学園専門学校 
	 

【目的】昨年我々は、第 31 回近畿支部学術集会にて、アレルギー性鼻炎患者 29 名を長期・短期

治療患者に分類して、症状の平均スコアを比較した。そして、長期は短期よりも悩みスコ

アが低く、また１回の治療効果においても高い改善度が見られたことを報告した。本報告

では、①初診以前（以下初前）の杉花粉の時期のアレルギーシーズンの症状と、初診後（以

下初後）のアレルギーシーズンの症状を比較。②杉花粉の時期の来院当日アレルギーの症

状に対して治前・治後に比較。その結果有意差が見られたので報告する。 

【方法】調査内容：①最も激しかった症状を初前と初後で比較検討した。対象は H19年から H24

年に当院の治療を受けた 31名(女性 22名、男性 9名、平均年齢 37.2歳、±18.6)である。

②来院当日杉花粉の時期のアレルギー症状に対して、1回の治療効果の測定を治前治後で

3回実施した。対象は H22年から H24年に治療を受けた患者 38名（女性 30名、男性 8

名、平均年齢 37.7 歳、±10.6）である。評価方法：①②JRQLQの問診票を用いた。７

項目（くしゃみ、鼻汁、鼻閉、日常生活の支障度、鼻の痒み、目の痒み、涙目）全て 0～

4の 5段階で、数値が高くなる程、悩みが大きくなるものとした。分析：統計ソフト SPSS

（Ver.19.20)を用いた。①は対応のあるｔ検定を用いた。②1 回の治療前後にはｔ検定を

用いた。3回の加重効果を検討する為、一元配置分散分析を用いて有意差がみられた場合

はボンフェローニにより多重分析を行った。有意水準は p<0.05とした。治療方法：全身

調整として中医学弁証による配穴法を採用した。局所治療として上星・風門・大椎・身柱

に 8分灸 3壮行った。 

【結果】①初前・初後の症状を比較すると、7項目において有意に改善が見られた。最もスコアの

高いくしゃみでは 2.9（±1.5）→2.3（±1.1）と改善した。②来院当日のアレルギー症状

の治療前後比較では、１回～3回とも有意差がみられた。また 1回の治前と 2.3.回治前を

比較した結果、くしゃみは 1回 vs3回、目の痒みは 1回 vs3回に有意差がみられ加重効果

が示唆された。最もスコアの高いくしゃみでは治療前 1回 1.3（±0.7）→治療前 3回 0.9

（±0.5）であった。 

【考察・結語】鍼灸治療により季節性アレルギー症状は 1回の来院で効果を実感できると考える。

治療を継続すると加重効果も見られ、患者は治ってきていると実感する。また、初前・後

で明確な症状の改善が見られ、年々症状が軽減する事が示唆された。今後は鍼灸のアレル

ギー治療効果の指標となるよう対象人数を増やしてこの効果をアピールしていきたい。	 

キーワード：JRQLQ、上星・風門・大椎・身柱の灸、弁証選穴、アレルギー性鼻炎	 
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22 『鍼灸甲乙経』からみた交会穴についての考察 
○植村祐一、戸田静男	 
関西医療大学大学院	 

 

【目的】『鍼灸甲乙経』は、紀元２８０年(中国晋時代)皇甫謐によって書かれた現存する最古の鍼灸

医学書である。内容は『素問』、『鍼経』、『明堂経』の３書を再編したとされているが、三

書だけに限らず他の書物の記述も入っている。また現代の経穴学の書物はほとんどがこれ

をよりどころにして書かれているため 、現代の臨床現場でも使用できると考えられる。

交会穴とは、十四経絡のうち二経または数経の経絡が交わる経穴をいう。このことから、

他の交わっている経絡も同時に刺激でき１穴で交わっている経絡の病証を治療できると

考えられている。 

【方法】『鍼灸医学典籍大系』 第６巻 ＜黄帝鍼灸甲乙１＞、昭和五十四年、第二版、出版科学

総合研究所 が使用された。 

【結果】交会穴の部位別は頭部１７穴、顔面部１１穴、前頸部５穴、後頸部３穴、前胸部４穴、上

背部４穴、肩甲部２穴、肩周囲部３穴、上腕外側１穴、上腹部１１穴、下腹部１１穴、側

腹部１穴、鼡径部１穴、会陰部１穴、殿部１穴、下腿内側１穴、足外側１穴、以上８４穴

であった。また要穴の数は８穴で、多い順で募穴、八会穴であった。経絡別では、多い順

で胆経、膀胱経、胃経と三焦経、腎経、小腸経、脾経、大腸経，肝経、肺経と心包経であ

った。経絡の流注が長い胆経と膀胱経が、最も多かった。 

【考察】結果から部位別では、頭部、顔面部、上下腹部に集中しており募穴が多かった。経絡別で

は胆、膀胱、胃、三焦、腎経の順で多かった。頭部を巡る胆経や上下腹部を巡る胃、腎経

が最も多かった。募穴は胸・腹部にあって各経絡の陰気の集まる所とされ、各臓腑の変化

を現すとともに経絡の虚実の診断上重要な要穴として用いられる。また背部にある兪穴と

対応しており、同経の兪・募穴はともに用いられることが多い。これらから、交会穴は、

部位では頭部や腹部に関係のある病証や、経絡別の胆経（頭痛、目眩、目の痛み、腋窩部

の腫脹など、）膀胱経（悪寒、発熱、鼻づまり、鼻血、など）胃経（歯痛、顔面神経麻痺、

胸腹部痛、下肢外側部痛、など）三焦経（耳の痛み、肩・腕・肘の痛みなど）腎経（腰痛、

下肢無力、大腿内側の痛み、舌の乾燥など）に有効と思われる。 

【結語】交会穴は二経以上の経絡と交わる経穴をいうが、このような疾患以外にも交わっている経

絡があればその経絡の病証にも効果であると思われる。このことから、交会穴は臨床の場

でおおいに活用できると考えられる。 
	 

キーワード：鍼灸甲乙経、交会穴、経絡	 
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23 鍼灸における補完代替医療効果の検討（第12報）  
―甲状腺機能亢進症に対する鍼灸治療の3症例― 

花谷貴美子 
花谷整骨鍼灸院 

 

【目的】今回、甲状腺機能亢進症と診断された３症例に対し、鍼灸治療を取り入れ、症状の改善が

みられたので報告する。 

【症例】[症例 1]６７才女性。主訴：汗かき、首の腫れ。現病歴：平成Ｘ年１２月より病院で甲状

腺機能亢進症と左結節甲状腺腫と診断されて治療し、症状の改善は見られなかったため、

Ｘ年１月 20 日来院。[症例 2]４３才女性。主訴：動悸、前頸部の腫れ。現病歴：平成Ｘ

年５月より甲状腺機能亢進症と診断され、動悸発作による不安のため、Ｘ年１１月７日来

院。[症例 3]４１才女性。主訴：首の腫れと指の震え。現病歴：平成Ｘ年４月より病院で

甲状腺機能亢進症と結節性甲状腺腫と診断され、Ｘ年６月７日来院。体検：３症例とも眼

球突出、甲状腺の腫れが見られ、症例１は発汗増加、症例２は頻脈、症例３は手指振戦を

認めた。四診法では、症例１と症例２は肝郁気滞、症例３は肝腎陰虚による肝火胃熱、本

虚標実と弁証した。治療原則は気血の巡りを調節し、疏肝理気、滋陰降火、消腫化瘀を行

った。鍼灸は週に１回～２回の頻度で行い、風池、足三里、上天柱、人迎、水突を主穴と

し、お灸は三陰交と腎兪に施した。 

【結果・評価】症状の改善は VASを用いて評価し、血液検査は元の医療機関に依頼した。症例１

は３診目で汗かきがやや緩和し、抗ＴＳＨ受容体抗体(TRAｂ)は初診時 8.5％→3.2％(治療

２年７カ月後)正常値になり、超音波で左結節甲状腺腫が消失したと診断。症例２の TRA

ｂは初診時 73.3％→12.3％(治療５年６カ月後)に低下し、８診目から動悸が収まった。症

例３の TRAｂは初診時 56.2％→3.2％(治療４年５カ月後)正常値になり治療終了。症例３

は治療終了後３年８カ月の追踪では再発していなかった。症例１と症例２は現在も加療中。 

【考察】鍼灸治療は気血の巡りを図って自律神経のバランスを整え、ストレスによる交感神経のア

ドレナリン過剰分泌を抑え、末梢血流の循環が良くなり、甲状腺の鬱血が改善され、副交

感神経優位により TSH受容体に対する抗体の生成を抑制すると考えられている。 

【結語】今回、甲状腺機能亢進症の３症例に対して鍼灸療法を行った結果、症状が改善され、鍼灸

治療は補完代替医療として有効であることが示唆された。 

 

キーワード：甲状腺機能亢進症 バセドウ病 自律神経 鍼灸 補完代替医療  
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24 難治性の帯状疱疹後神経痛に対する鍼灸治療の一例 
	 

○大坂侑子、石崎直人、佐原俊作、鈴木雅雄、竹田太郎、福田文彦 
明治国際医療大学 臨床鍼灸学教室 

 

【目的】帯状疱疹後神経痛(以下 PHN)は、決定的な治療法が確立されておらず難治性となること

が多い。今回、発症後薬物治療法や低出力レーザー照射療法(以下 LLLT)を続けるも尚残

存している PHNに対し、鍼灸治療を併用し効果が得られた症例について報告する。 

【症例】80 歳、男性。主訴：右胸背部痛。現病歴：X-2 年 4 月に右胸脇部にドンドンと脈打つよ

うに痛みを発症。2～3日後に皮疹が前胸部～背部にかけて出現。X-2年 6月に本附属病院

麻酔科を受診し帯状疱疹と診断され、トリプタノールを処方された。4 診目(X-2 年 7 月)

から LLLT療法を開始したが、ピリピリとした痛みが残存し PHNに移行した。X年 6月

に内科医より鍼灸センターに紹介され来院。現症：起床時(服を着替える際)に Th3～5 領

域の右胸脇部または背部に 10～15分程ピリピリとした痛みを感じる。日中は、悪天候時

や疲労の際に Th6～9領域の右肩甲間部にチクチク・ズキズキとした痛みを感じる。 

【治療】右胸背部痛に対して鎮痛を目的として局所への鍼通電を行い、全身治療としては、気滞、

内湿、腎陽虚の弁証に基づき治療を行った。治療は週 1回行った。 

【評価】右胸背部痛は Visual Analogue Scale(VAS)を用いて評価し、原則として毎日記録させた。 

【経過】〈PHN〉初診時の起床時 VAS:71mm、日中 VAS:22mmであり、鍼灸治療日と翌日は痛み

が減るが、治療日には痛みが戻っている状態が続いた。「自分で病気を作っているのかも」

とのコメントあり。48診目(X＋1年 7月)では起床時 VAS：17mmまで減少。以来、日中

の痛みは悪天候時や疲労時にのみ出現する程度で、起床時は VAS：20～30mm で推移し

ている。 

【考察・結語】今回、発症後 2年経過して尚残存している PHNに対して薬物療法と鍼灸治療を併

用した結果、症状は半分以下まで減少した。しかし、内服薬を中止すると少し痛みが増加

することから、鍼灸治療に薬剤を併用しフォローしていくことが大切だと考えられた。 

 

キーワード：鍼灸治療、帯状疱疹後神経痛、鎮痛	 



 40 

25 外関への鍼刺激が三角筋中部線維の筋活動に与える影響 
 

○酒井英謙 1,2)、高木綾一 2,3)、谷 万喜子 4)、鈴木俊明 4) 
1)健康スタジオキラリ、2)喜馬病院リハビリテーション部、 

3)医療法人寿山会法人本部、4)関西医療大学保健医療学部臨床理学療法教室 
 

 

【目的】鍼灸の臨床において筋の症状を対象とすることが多い。また、これらの症状に対して遠隔

部に鍼治療を行うことで筋緊張を抑制または促通することができるといわれている。そこ

で、本研究では遠隔部への鍼刺激が肩関節外転時の三角筋中部線維の筋活動にどのような

影響を与えるか検討した。 

【方法】本研究に同意を得た健常成人 20名（平均年齢 26.8±5.4歳）の利き手 20肢を対象とした。

20肢を無作為抽出で遠隔群 10名、無刺激群 10名とした。対象者には座位で肩関節外転

90°保持を 5秒間行ってもらい、その際に三角筋中部線維の筋活動を鍼刺激前後に測定し

た。その結果から安定した 1 秒間の筋電図振幅積分値を算出した。測定機器は筋電計

（MQ-8キッセイコムテック社）を用いた。鍼刺激部位は、三角筋中部線維の筋線維を通

る手少陽三焦経の外関とした。刺激方法は座位で刺激時間は 5 分間とした。刺入深度は

5mm とした。無刺激群は坐位姿勢で測定課題後 5 分間の安静とした。統計処理は、各群

ともに対応のある t検定を用いて各課題前後を比較した。有意水準は 5%未満とした。 

【結果】遠隔群では鍼刺激前 0.12±0.07mVで鍼刺激後は、0.11±0.08mVで鍼治療後は鍼治療前

と比較して有意な低下を認めた（p＜0.05）。無刺激群では安静前 0.12±0.02mVで安静後

0.12±0.02mVで有意な差はみられなかった。 

【考察】本研究の結果、外関を用いて鍼刺激を行い三角筋中部線維の筋電図積分値の減少がみられ

た。このことから、2 つのことが考えられた。1 つは、肩関節外転保持時に動員される運

動単位の変化が考えられる。鍼刺激後に三角筋中部線維の筋電図積分値が減少したことか

ら肩関節外転保持を行う際により小さい運動単位で活動した可能性が考えられた。これは、

少ない筋活動で同じ筋力を発揮していることから外関への鍼刺激が三角筋中部線維の機

能を高めた可能性が考えられた。もう 1つは、外関への鍼刺激により肩関節外転保持時に

三角筋中部線維が抑制されたことで、棘上筋や僧帽筋上部線維などの他の肩関節外転に作

用する筋活動が増加した可能性が考えられた。しかし、今回は棘上筋や僧帽筋上部線維な

どの肩関節外転筋を測定しないため、今後これらの筋も同時に測定を行い外関への鍼刺激

効果を検討していきたいと考えている。 

 

キーワード：外関、局所、鍼治療、筋活動、三角筋中部線維	 
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26 偏歴穴への鍼刺激が三角筋前部線維の 
筋活動に与える影響について 

○濱野弘幸 1)、酒井英謙 1)、高木綾一 2)、鈴木俊明 3) 
1)健康スタジオキラリ、2)医療法人喜馬病院法人本部、 

3)関西医療大学保健医療学部臨床理学療法教室 
	 

【はじめに】臨床で肩関節屈曲可動域制限を有し三角筋前部線維の筋緊張亢進を認める症例に対

し、棘上筋トレーニング、また三角筋前部線維に対するダイレクトストレッチを実施する

ことが多い。しかし、棘上筋トレーニング中に三角筋前部線維の筋活動が増大し代償動作

が出現する症例や三角筋前部線維のダイレクトストレッチに対し防御収縮が生じるため、

筋活動抑制に難渋する症例を経験する。 

 そこで本研究では、三角筋前部線維の筋活動抑制に難渋する症例に対して遠隔部への鍼

刺激が三角筋前部線維の筋活動に及ぼす影響について肩関節疾患患者を対象に検討した。 

【対象】はじめに筋電計を用いて肩関節可動域制限を有し、肩関節屈曲 60°保持において健側よ

り患側の筋活動が上回った 14名を抽出した。次にその 14名から無作為抽出を行い、鍼刺

激群 7名と無刺激群 7名に分類し、研究対象とした。 

【方法】運動課題は両群ともに、10秒間の肩関節 60°屈曲保持とした。運動課題中に三角筋前部

線維の筋活動を筋電計（キッセイコムテック社製）で記録した。その結果から安定した 5

秒間の筋電図振幅積分値を算出した。なお、鍼刺激群は 2回の運動課題の間に鍼刺激を行

った。鍼刺激はステンレス製ディスポーザブル鍼 39㎜、20号（日進医療器株式会社製）

を使用し、偏歴に 5mmの深度で刺入した。置鍼時間は筋活動抑制を目的とした鈴木らの

報告を基に 5分間とした。無刺激群は 2回の運動課題の間に 5分間の安静を行った。 

 統計処理は鍼刺激及び安静前後の筋活動を対応のある t 検定を用いて比較した。なお、

有意水準は 5％未満とした。 

【結果】鍼刺激群は、鍼刺激前 1.9１±0.82mV と比較し、鍼刺激後 1.68±0.83mV と有意に低下

した（p＜0.05）。無刺激群は、安静前 1.95±0.83mVと比較し、安静後 1.98±0.84mVと

差は認められなかった。 

【考察】循経取穴による鍼刺激の効果として、谷らは鍼による皮膚刺激は感覚刺激となり外側脊髄

視床路を上行し視床でシナプスを介し第三次ニューロンとして大脳皮質の感覚野に投射

すると述べている。今回、三角筋前部線維を通るとされる手陽明大腸経上の偏歴に行った

鍼による皮膚刺激が感覚刺激となり外側脊髄視床路を上行し大脳皮質の感覚野に投射す

ると考えられる。さらにそのインパルスは大脳皮質の感覚野から運動野に至り下降性抑制

効果が働き、三角筋前部線維の筋活動が低下した可能性が考えられた。 

キーワード：三角筋前部線維、遠隔、鍼、筋活動、偏歴  
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27 局所への鍼刺激が僧帽筋上部線維と三角筋前部線維の 
筋活動に与える影響 

○原田千聖 1,2)、酒井英謙 1)、高木綾一 2,3)、鈴木俊明 4) 
1)健康スタジオキラリ、2)喜馬病院リハビリテーション部、 

3)医療法人寿山会法人本部、4)関西医療大学保健医療学部臨床理学療法教室 
	 

【目的】臨床において肩関節屈曲動作時に肩甲帯挙上が生じて僧帽筋上部線維（以下、TU）の筋

活動が増大する症例を経験する。これまでに鍼刺激により刺激部位以外の筋活動に関する

報告は少ない。そのため本研究は TUへの鍼刺激前後で肩関節屈曲動作保持における TU

と三角筋前部線維（以下 DA）の筋活動の変化を比較した。 

【方法】対象は本研究への同意を得た上肢に既往歴がない健常成人 22名（平均年齢 23±3.17歳）

とした。22 名を無作為抽出で 11 名は無刺激群、11 名は鍼刺激群に分類した。筋電計は

MQ-8キッセイコムテック社を用い、TU、DA、を測定した。測定肢位は座位で肩関節 90°

屈曲位、肘関節伸展位、前腕中間位とした。運動課題は 5 秒間の肩関節屈曲 90°保持を

行い、前後 2秒間を取り除いた 1秒間の筋電図積分値を求めた。鍼刺激は TUの筋腹上に

ある肩井穴に 5分間の置鍼を行った。無刺激群は鍼刺激を行わなかった。統計処理は、鍼

刺激前後、安静前後で対応のある t検定を用いた。有意水準は 5%未満とした。 

【結果】鍼刺激群はTU の筋電図積分値が鍼刺激前0.22mV±0.08mV、鍼刺激後0.19mV±0.08mV

となり、鍼刺激前と比較して鍼刺激後の筋電図積分値は減少した（p＜0.05）。DAにおい

ては TU への鍼刺激前 1.32mV±0.22mV、鍼刺激後 1.36mV±0.3mV となり筋電図積分

値に有意な差がみられなかった。無刺激群は各筋ともに有意な差はみられなかった。 

【考察】大田らは頸部屈曲動作時の筋放電量について、僧帽筋への鍼刺激後で僧帽筋の筋放電量が

減少したと報告している。本研究の仮説として、TU への鍼刺激は軸索反射により肩関節

屈曲保持の TUの筋活動は減少すると考えた。また、肩関節屈曲時に TUの筋活動が減少

することで肩関節屈曲の主動作筋である DAの筋活動が代償的に増加すると考えた。しか

し、今回、TUへの鍼刺激で肩関節屈曲時の TUの筋活動は減少したが DAの筋活動に変

化はなかった。三浦らは、肩関節屈曲保持において 90°までは肩関節屈曲の主動作筋で

ある DA が積極的に働くと報告している。また、TU は屈曲 90°において筋活動は生じ

るが 120°以上でさらに増大すると報告している。つまり、肩関節 90°屈曲保持は TUの

大きな活動を必要としない。したがって、本課題において TUの活動の減少は三角筋の活

動に影響は与えないものと考えられた。 

 今後の課題として、肩関節屈曲時に肩甲帯の挙上により TUの過剰な筋活動が生じる症

例に対して、鍼刺激を行い刺激部位と周囲筋の影響を検討する必要があると考えた。 

キーワード：筋活動、肩井、僧帽筋上部線維、三角筋前部線維、鍼刺激  
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28 がんサバイバーの肥満に対する鍼治療の1症例 
○福田文彦 1)、久保春子 1,2)、竹内真理 1)、鈴木雅雄 1)、竹田太郎 1)、石崎直人 1)、北小路博司 1)	 

1)明治国際医療大学臨床鍼灸学教室、2)九州看護福祉大学スポーツ鍼灸学科	 
	 

【はじめに】肥満は、食道、直腸、閉経後の乳房、子宮体部がんなどの危険因子であり、がんサ

バイバーでは再発のリスクを増加させる。一方、鍼治療(耳鍼療法)は、体重減少に効果が

あることが報告されている。 

 我々は、子宮頸癌術後の患者に対して、全身状態に対する鍼灸治療、体重減少を目的と

した耳鍼療法、鍼灸師にできる体重減少を目的とした行動療法を併用した治療を行った。

その結果、10ヶ月間で約 8kgの体重減少を認めた患者について報告する。 

【症例】46歳、女性、身長 156cm、体重 69kg、BMI28.4、主訴：全身のむくみ、耳閉感、四肢の

しびれなど。既往歴：X-6年、子宮頸癌にて子宮、卵巣の手術(全摘)。現病歴：X-5年頃(手

術 1 年後)から、全身のむくみ、耳閉感、四肢のしびれなどを自覚するようになった。内

科、耳鼻科、婦人科等で精査を受けるも特に異常なく、更年期障害と診断され漢方薬等を

処方されるも変化はなかった。X 年 11 月、全身状態に対する鍼灸治療を開始した。鍼灸

治療、漢方薬の併用により症状は軽減したが、体重増加のため、X+2年 10月体重減少を

目的とした耳鍼療法と行動療法を併用した。 

【治療】全身状態に対しては、脾腎両虚、肝うつ気滞と弁証し、健脾補腎、疏肝理気、利湿を目的

に鍼灸治療を行った。耳鍼療法は、飢点、肺点、神門に円皮鍼を貼付した。行動療法は、

1日 2回以上の体重測定及びグラフ化、達成可能な行動目標の設置を行い、それに対する

面接を行った。 

【経過】患者は食事や間食を意識するようになり、運動も自発的に開始した。体重は、

73.6kg(BMI30.2)が、約 1kg/月のペースで減少し、10 ヵ月後の X+3 年 8 月には

65kg(BMI26.7)となった。 

【考察・結語】耳介部への鍼刺激は、迷走神経を介して視床下部外側野(節食中枢)、視床下部腹内

側核(満腹中枢)に至り、食欲を抑え体重減少が認められる。しかし、患者では、体重減少

に対する取り組む姿勢や気持ちが重要であるため、行動療法を併用した。その結果、耳鍼

療法の効果に加えて患者の意識や行動の変化が体重減少に繋がったと考える。また、鍼灸

治療による全身状態の管理は、意識や行動の維持に重要であったと考える。 

 がんサバイバーにとって体重減少は重要な課題であり、鍼灸治療と鍼灸師にできる行動

療法を併用した治療は、有効な方法になることを示唆している。 

 
	 

キーワード：がんサバイバー、肥満、体重減少、鍼灸治療、耳鍼療法  
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29 最重症期COPD患者の退院支援における鍼治療の1症例 
○鈴木雅雄、石崎直人	 

明治国際医療大学鍼灸学部	 臨床鍼灸学教室内臓機能系	 
	 

【緒言】最重症期 COPD 患者は、気道感染を契機に急性増悪となり入院を余儀なくされる場合が

多く、呼吸困難の増悪から退院が困難となるケースは少なくない。今回、気道感染を契機

に入院した最重症期 COPD 患者に対して、鍼治療の併用を行い呼吸困難の改善から退院

支援が行えた 1症例を報告する。 

【症例】64歳、男性。主訴：労作時呼吸困難。現病歴：X-10年に A病院呼吸器内科にて COPD

と診断され、翌年に肺容量減少手術（LVRS）を施行したが、再び呼吸困難の増悪を来た

し、X-8年に在宅酸素療法が開始された。X-6年からは Bed上での生活が中心となり、移

動には車椅子を使用するようになった。X-5 年 8 月 31 日に気道感染を契機に呼吸不全の

増悪を来たし、同科に入院となった。入院後、抗生剤投与により気道感染は改善したが、

呼吸困難の改善が乏しく Bed 上から動けない状態であり、主治医より退院は難しいとの

説明が家族になされた。呼吸困難の改善を目的に入院 3週後の 9月 18日より鍼治療を開

始した。所見：身長 164cm、体重 40Kg。動脈血ガス分析：pH 7.415、PaO2 64.1 Torr、

PaCO2 50.3 Torr。治療方法：呼吸筋疲労の改善および全身治療として中医弁証を行い、

週 2回の鍼治療を実施した。評価：呼吸困難の評価には、患者のコメントに加えて Dyspnea 

Visual Analogue Scale(D-VAS)使用した。 

【経過】鍼治療開始時は「何をするのもしんどい」、「死にたい」などコメントが患者より聴取され

たが、鍼治療開始 2 診目より「鍼を受けると呼吸が楽になる」とのコメントが得られ、

D-VASでは開始時 100mmであったのが 86mmと改善を認めた。その後、鍼治療を継続

し 10 診目では「労作後の呼吸の回復が早くなった」とコメントが得られ、D-VAS では

26mm まで改善が認められた。18 診目では「退院して家に帰りたい」と前向きなコメン

トが得られたため、主治医と相談を行い退院調整を行う事となった。28 診目では「息切

れはあるが、帰れます」とコメントが得られ D-VASも 26mmと安定していたため、入院

より第 117病日目に退院となった。 

【結語】COPD 急性増悪のため入院加療となり退院が困難であった患者に対して、鍼治療の併用

を行い、呼吸困難の改善から退院支援が可能となった。 
	 

キーワード：慢性閉塞性肺疾患（COPD）、鍼治療、呼吸困難、退院支援  
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30 閉担がん患者の家族に対するサポートを目的とした 
鍼治療の一症例 

○古田大河、鈴木雅雄、竹田太郎、福田文彦、石崎直人	 
明治国際医療大学	 臨床鍼灸学教室	 

	 

【目的】担がん患者の家族は精神的、身体的に多くの問題を抱えており、緩和ケアの観点から家族

に対するケアも重要である。今回、担がん状態にある夫が入院加療となり、24 時間の付

添いに伴い頚肩部痛、耳鳴といった身体的な愁訴を訴える妻に対して、鍼治療を通じて家

族サポートを行ったので報告する。 

【症例】76 歳、女性。主訴：頚肩部痛、耳鳴。現病歴：夫が末期肺癌のため本学内科に入院中で

あり、夫の希望で 24 時間の付添いを行っていた。妻は生来健康であった夫の病気が受け

入れられないまま慣れない付添いをしており、疲労困憊となっていた。以前より頸肩部の

凝りを自覚していたが、病棟に宿泊することにより頸肩部痛の増悪を認めていた。夫の担

がん状態に対して強い不安を感じており、悲観的な言動や感情失禁がしばしば認められた。

そのため、夫への鍼治療の際に本人から鍼治療の希望があり治療を開始した。所見：頚肩

部痛は僧帽筋を中心に鈍痛を自覚していた。耳鳴は 10 年以上前より蝉の鳴声様の耳鳴を

自覚していた。これらの症状は夫の病状に対する不安やストレスにて増悪を認めた。治療

方法：頸肩部痛に対しては筋緊張改善を目的として局所への刺鍼を行い、耳鳴と全身状態

に対しては中医弁証を用いて、肝腎陰虚証、心神不寧証として週 1～2 回の鍼治療を行っ

た。治療の際に傾聴を意識した。評価：頚肩部痛と耳鳴りの程度について VASを用いた。

また SF-8を用いて QOLを評価した。 

【経過】鍼灸治療の介入により、精神的な緊張の緩和が得られ、患者から「リラックスできるのは

鍼治療を受けている時だけです」との発言が得られた。治療の継続により初診時と 10 診

目の VAS値は、頚肩部痛で 66mm→3mm、耳鳴で 100mm→3mmと減少が認められた。

SF-8の身体的サマリースコアについても初診時40.5、2ヵ月後58.9と改善が認められた。

また、傾聴を意識したことで夫の病状に対して受容的な言動が認められるようになり、鍼

治療開始前と比較して、悲観的な言動や感情失禁が減少した。 

【考察・結語】担がん患者の家族へのサポートを目的に鍼治療を実施した。鍼治療開始から頚肩

部痛、耳鳴りおよび身体的 QOLの改善が認められ、同時に患者家族が抱える不安やスト

レスに対して弁証論治や傾聴を行うことで、夫の病気への受容が可能となった。本症例を

通じて、担がん患者の家族が抱える身体的・精神的苦痛の緩和に鍼治療が有効であり、患

者家族へのサポートとして有用であると考えられた。 
	 

キーワード：家族サポート、緩和ケア、鍼灸治療  
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