
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

平成 25 年度 

（公社）全日本鍼灸学会 

第 33 回近畿支部学術集会 

講演要旨集 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 25 年 11 月 23 日（土・祝） 

於 明治東洋医学院専門学校 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

主催	 （公社）全日本鍼灸学会近畿支部	 
	 

	 

	 



 1 



 2 

平成 25 年度（公社）全日本鍼灸学会 第 33 回近畿支部学術集会 開催概要 

	 

【会  期】平成 25年 11月 23日（土・祝） 

【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： 9:00～15:30 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。 
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1．座長受付  
 時 間：	 9:00～15:00 場 所：2F講堂前	 
 ※一般演題Ⅰ-Ⅳで担当されるセッションの 
  開始 30 分前までに座長受付にお越しください。 

2．演者・PC 受付 

 時 間：	 9:00～15:00 場 所：2F講堂前	 
 ※一般演題Ⅰ-Ⅳで発表されるセッションの 
  開始 60 分前までに USBメモリにてデータを PC受付にご提出ください。 

3．発表時間（一般演題） 

 発表７分・討論３分 時間厳守でお願いいたします。	 

4．発表方法 

 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。	 

 ③Power	 Pointのページ設定において「35mm スライド」に設定してください。 

 ④フォントは、Windows	 XPに標準搭載されているものをご使用ください。	 

 ⑤アニメーション機能は使用可能ですが、動画や音声は再生できません。	 
 ⑥スライド枚数に制限はありません。ただし、発表時間を厳守してください。	 
  また、最後のスライドは【結語】として発表内容を箇条書きにまとめてください。	 
  ※画面をぎりぎりまで使用すると、再現環境の違いにより、	 
   文字や画像のはみ出しなどの原因になることがあります。	 

5．進 行 

 ①演者の方は、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６分時に鈴を１回、７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、セッション開始 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。	 

6．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・聴者へのご案内  
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開会の辞  9:25-9:30 

	 （公社）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 尾崎朋文（森ノ宮医療大学） 福田文彦（明治国際医療大学）	 

01 腹部転移癌の消失例 前立腺癌術後六年経過後の転移余命半年の症例 
○前田哲男 
 NAVIA鍼灸院、気の診断と治療研究会 

02 がん患者家族の看病に伴う心身の愁訴に対する鍼灸治療の 1 症例 
○堀部 豪、福田文彦、大坂侑子、竹田太郎、石崎直人 
明治国際医療大学 臨床鍼灸学講座 

03 がんサバイバーの不眠に対する鍼治療の 1 症例 
○福田文彦、竹田太郎、石崎直人、北小路博司 
明治国際医療大学 臨床鍼灸学講座 

04 鍼灸治療による不眠症状の検討 
○西口陽子 1)2)、中村真理 1)2)3) 

1)関西東洋医学臨床研究会、2)まり鍼灸院、3)森ノ宮医療学園専門学校 

05 鍼灸治療による季節性アレルギー症状の改善Ⅱ 
○奥村幸希子 1)2)、中村真理 1)2)3) 

1)関西東洋医学臨床研究会、2)まり鍼灸院、3)森ノ宮医療学園専門学校  

06 鍼灸における補完代替医療効果の検討（第 13 報） 
   －嗅覚障害に対する鍼灸治療の 2 症例－ 

○花谷貴美子 
花谷整骨鍼灸院 

休憩 10:30-10:40 

 
一般演題Ⅱ  10:40-11:50 

	 座長 江川雅人（明治国際医療大学） 谷万喜子（関西医療大学）	 

07 パーキンソン病の症状に効果があった鍼灸治療の 1 症例 
○石井祐三 1)、福田晋平 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 保健・老年鍼灸学講座 

08 鍼治療により歩行障害の改善が認められたパーキンソン病の１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 保健・老年鍼灸学講座、2)明治国際医療大学 内科学教室 

09 緊張型頭痛に対して鍼灸治療を行った１症例 
○竹林智彦 1)、樋口敏宏 1)、伊藤和憲 2) 

1)明治国際医療大学 臨床医学脳神経外科学ユニット、2)明治国際医療大学 臨床鍼灸学講座 
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10 精神的不安により増悪する頭痛患者に対する鍼灸治療の 1 症例 
○山賀真知子 1)、谷口 授 2)、江川雅人 3) 

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 臨床鍼灸学講座、 
3)明治国際医療大学 保健・老年鍼灸学講座 

11 頸部右側屈・左回旋に着目し鍼治療一回により改善がみられた頸部ジストニアの一症例 
○大崎美香 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)スピカ鍼灸マッサージ院、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 

12 脳血管障害と鍼灸治療（第一報）－MRI 画像の示す脳梗塞急性期の鍼灸治療－ 
○朴 寅出（パク・インチュル） 
愛歯科・矯正歯科医院 

昼食  11:50-13:00 

11:50-13:00 近畿支部学術委員会(2F 会議室) 
	 

特別講演  13:10-14:10 

	 「日本鍼灸の内憂外患」	 
	 講師 若山育郎（関西医療大学保健医療学部長・教授、	 
        （公社）全日本鍼灸学会国際部長）	 
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  14:20-15:20 

	 座長 坂口俊二（関西医療大学） 古瀬暢達（大阪府立視覚支援学校）	 

13 鍼灸によるヒップアップ治療検討 
○中村真理 1)2)、西山由梨香 1) 

1)まり鍼灸院、2)森ノ宮医療大学 保健医療学部鍼灸科 

14 舌形と中医学体質分類との関連性について 
○森田 智 1)、和辻 直 2)、関 真亮 2)、斉藤宗則 2)、渡邉勝之 2)、篠原昭二 2) 

1)明治国際医療大学 大学院鍼灸学研究科、2)明治国際医療大学 基礎鍼灸学講座  

15 鍼治療の安全性向上に関する文献的検討（２）－気胸－ 
○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 

16 外用薬が無効であった足の凍瘡患者への灸治療１症例 
○寺田拓未 
鍼灸整体いっとう堂 

17 間質性膀胱炎に伴う頻尿と膀胱痛に対する鍼治療̶1 症例報告 
○硲口 寛 1)、本城久司 3)、関 英夫 2)、邵 仁哲 2)、北小路博司 1) 

1)明治国際医療大学 臨床鍼灸学講座、2)明治国際医療大学 泌尿器科学教室、 
3)明治東洋医学院専門学校 
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18 偽皮内鍼の信憑性テスト 
○花原容成 1)、七堂利幸 2) 

1)大阪医療技術学園専門学校 東洋医療技術教員養成学科 2年、 
2)大阪医療技術学園専門学校 東洋医療技術教員養成学科 非常勤講師 

休憩 15:20-15:30 

 
一般演題Ⅳ  15:30-16:20 

	 座長 和辻 直（明治国際医療大学） 木村研一（関西医療大学）	 

19 小児はり問診票による効果検討２ 
○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 

20 治療効果における理論外要因の人間科学的考察－小児鍼治療の経験を手がかりに－ 
○小川貴司 
小川鍼灸整骨院 

21 糖尿病患者のこむら返りに対する鍼灸治療の 1 症例－温灸と鍉鍼治療の併用治療にて－ 
○大坂侑子、福田文彦、竹田太郎、堀部豪、石崎直人 
明治国際医療大学 臨床鍼灸学講座 

22 歩行時に右膝の疼痛に対して、鍼治療を用い歩行速度の改善がみられた一症例 
○髙橋 護 1)2)3)、酒井英謙 2)4)、高木綾一 2)5)、谷 万喜子 3)、鈴木俊明 3) 

1)健康スタジオキラリ/Kirari鍼灸マッサージ院 
2)喜馬病院 リハビリテーション部、3)関西医療大学大学院 保健医療学研究科、 
4)スピカ鍼灸マッサージ院、5)医療法人 寿山会 法人本部 

23 太白への鍼刺激が膝関節伸展運動時に大腿四頭筋の筋機能に与える影響 
○生田啓記 1)2)3)、谷 万喜子 1)4)、谷埜予士次 1)4)、高木綾一 2)5)、鈴木俊明 1)4) 

1)関西医療大学大学院 保健医療学研究科、 
2)喜馬病院リハビリテーション部、3)スピカ鍼灸・マッサージ院、 
4)関西医療大学 保健医療学部 臨床理学療法学教室、5)医療法人 寿山会 法人本部 

 
閉会の辞  16:20-16:25 

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

	 

	 

	 

	 

	 



 9 



 10 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

特別講演	 
	 

	 

	 

「 日本鍼灸の内憂外患 」 
 

 

 
	 

	 

	 

講師：若山育郎（関西医療大学保健医療学部長・教授、	 

        （公社）全日本鍼灸学会国際部長）	 

座長：安藤文紀（（公社）全日本鍼灸学会近畿支部長）	 
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日本鍼灸の内憂外患 
若山育郎	 

関西医療大学	 教授	 
 
 現在日本鍼灸は内憂と外患を抱えている。外患としては ISO と WFASに関する問題がある。内

憂は数多くあるが、鍼灸が病院で行う医療であると認められていないこと、鍼灸の高等教育化が遅

れていること、鍼灸を学ぶ学生の学力が低下していること、鍼灸の臨床研究が進まないことなどが

挙げられる。 

 ISO に関しては昨年度の本会で全日本鍼灸学会の東郷 JLOM 関連委員会委員長から解説があっ

たが、その後の経過について触れる。WFASに関しては、その歴史を簡潔に説明した後、現在の状

況について解説を行う。しかしながら、これらは言わば外交の問題であり、学会としてはそれに対

応することのできる人材をきちんと育成し、活躍できる環境を整えることで対応が可能である。 

 これに対して、もう一方の内憂の問題はもっとやっかいである。臨床、教育、研究に分けて話を

進める。まず、臨床であるが、いわゆる臨床家はそのほとんどが開業鍼灸師である。その中には確

かに名人と呼ばれる人もいて多種多様の疾患を治療している。しかしながら、対象疾患の多くは腰

痛、肩こりなどであり定型的な疾患・症状の治療が主で、病院で扱うような患者層を治療してはい

ない。病院で鍼灸をうまく応用しているところもなくはないが、鍼灸を取り入れている病院は矢野

らの報告によると日本の全病院の 4%でしかない。 

 教育に関しては、現場の教員は誰もが感じていることであり、また鍼灸養成校だけの問題でもな

いが、大きな問題としては近年の学生の学力低下がある。また、病院における他の職種、すなわち

看護師、理学療法士、臨床検査技師などの教育においては、近年急速に 4年制教育、大学院教育に

移行しているが、鍼灸はその流れに乗りきれないでいる。教育時間数、特に現場実習の時間数が米

国などに比べても大幅に少ない。看護師教育に関して米国では「看護師が高度な教育を受けると市

民の健康が有意に改善する」というデータがある。鍼灸界もそうしたデータを示していく必要があ

る。 

 研究についても問題が多い。特に臨床研究の遅れは大きな問題である。20世紀前半～中盤にかけ

ての日本人研究者による鍼灸の治効メカニズムに関する研究、お灸に関する研究などは特筆すべき

ものがある。しかしながら、90年代に始まり現代まで続いている鍼灸のエビデンスを作る、伝える

研究に関しては大きく世界に遅れを取っている。原因はいくつかあるが、病院を舞台に臨床研究を

行うことができていないこと、疫学者の介入なしに現場の鍼灸師が鍼灸の臨床研究を行っているこ

となどが挙げられる。 
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01 腹部転移癌の消失例 
－前立腺癌術後六年経過余命半年の症例－ 

前田哲男	 
NAVIA鍼灸院代表、気の診断と治療研究会代表	 

	 

【目的】転移癌とそれに伴う諸症状の治療。東洋医学的所見に基づいた診断と治療による癌治療に

著効が認められた。「気・血・水」三毒の処置は鍼灸の特徴である。三毒の改善を図る治

療により癌の消失が可能である症例を報告する。 

【症例】７９才男性。主訴は転移ガンとそれに伴う諸症状の改善。 

【病歴】前立腺癌の手術後６年経過。ＰＳＡ値の急激な上昇と腹部への転移が確認された。PSA

値（４５）手術不能で化学療法が三箇所の病院で言い渡され、余命六ヶ月、癌対応のホ

スピス病棟の予約を勧められた。当治療院で胃ガンを完治させた経験を持つ方の紹介で

来院。後頸部の痛みが耐え難く原因不明。転院しても悪化の傾向。易疲労、腰背部痛。 

【診断結果】腹部の診断結果では胆経に関する治療が主であり肝経が従であった。夢分流の診断

結果も同様であった。経絡診断では胆と肝の瀉法であり、足の胆経陽輔穴と肝経の行間

穴に反応が認められた。また腹部を診断すると７センチ直径の病的なエリアが特定でき

た。たまたま油性の赤ペンでそのエリアの外周を描いていたのが教授の目に止まり、「Ｍ

ＲＩの診断と一致している」と驚いたとのこと。頸部・腰背部の痛みは関連痛との結論。

陰陽の邪気の集積部位と考えられる三焦と心包の瀉法が優先された。 

【治療方法】澤田流（陽池・太溪）穴・陽補穴・行間の瀉法。頸部の（風池穴に相当）瀉法。全

身の補腎に内至陰。鍼の刺入はせずベンダー社製の鍉針のみを用いた。治療終了のサイ

ンは夢分流と経絡の反応消去を主とした。 

【結果】初診：３月１日、ＰＳＡ４５、第３診ＰＳＡ４０、第８診ＰＳＡ１２、第１６診ＰＳＡ３．

５、第２５診ＰＳＡ０．２５５、第２８診ＰＳＡ０．０６。三ヶ月半後ＰＳＡ値は３．５

に下降。六ヶ月後ＰＳＡ値は０．０６。頸部及び腰背部の主訴も消失。 

【考察】癌も東洋医学的な気の医学の範疇での病態なのであろうと推測される。澤田流陽池穴と太

溪穴の取穴により治療効果が飛躍的に向上する。ことに「気・血・水」三毒の邪気の治療

に威力を発揮する。頸部や腰の痛みも臓腑病症として捉えることが出来る。医療の介入無

しに終了した症例であり、経絡の陰陽和平の治療で全てが改善されるという鍼灸医学の特

徴が示されている。 
	 

キーワード：癌、PSA、経絡治療、夢分流、澤田流  
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02 がん患者家族の看病に伴う 
心身の愁訴に対する鍼灸治療の 1 症例 
○堀部豪、福田文彦、大坂侑子、竹田太郎、石崎直人 

明治国際医療大学	 臨床鍼灸学講座	 
	 

【はじめに】がん患者家族は、患者と同様に身体的・精神的苦痛があり、その苦痛はがん患者の

精神面にも影響する。今回、実姉（胃癌終末期）の看病により心身の症状を訴えたがん患

者家族に対して鍼灸治療を行った症例について報告する。 

【症例】64歳、女性。主訴：疲労、頸肩背部痛、便秘、不眠、左膝痛。既往歴：35歳心房中隔欠

損、48歳ペースメーカー埋め込み、50歳関節リウマチ。現病歴：X年 5月、実姉(脳性麻

痺)が胃癌化学療法のため本学附属病院内科に入院。患者は献身的に姉を看病していたが、

疲労が蓄積したため 6 月 3 日に疲労回復を目的に入院となった。疲労に加えて頸肩背部

痛・不眠なども増悪し、充分な看病ができず苛立ちを感じていたため 6月 10日に鍼灸治

療を開始した。現症：身長 156.5cm、体重 49.8kg、血液生化学検査は異常なし。神経学

的所見は異常なし。頸肩背部筋緊張(++)、左膝に熱感及び内反変形、腹部聴診ではグル音

減弱、触診では左腸骨窩部に圧痛を認めた。看病による身体的・精神的疲労の蓄積がこれ

らの愁訴の増悪及び不眠を生じさせていた。鍼灸治療：頸肩背部、左膝内側への局所治療

に加え、弁証論治に基づく治療を、休日・外泊日を除き 1日 1回行った。また、治療時に

は傾聴・共感による精神的援助も行った。 

【経過】鍼灸治療により頸肩背部痛が軽減(VAS：85mm→5mm)、左膝痛もリハビリとの併用にて

軽減(VAS：85mm→32mm)した結果、「痛みがほとんどななかったため、良く寝られまし

た」と睡眠状態も改善し、休息を図る事ができた。また、鍼灸治療後にはグル音が増加し

便秘が改善した。その後「やはり姉が気になって寝られない」と、一時的に睡眠状態が悪

化したが、鍼灸治療の継続により改善した。また、「先生にいろんな事が話せてほっとし

た」と、精神的苦痛も緩和し、7月 11日に退院した。 

【考察】本症例では看病による疲労や身体症状の悪化、姉の病状などへの不安が悪循環を形成して

症状を増悪させたと考えられる。鍼灸治療による身体的苦痛の軽減に加え、治療時に傾

聴・共感したことで精神的苦痛も軽減し、悪循環が改善したと考えられた。がん患者家族

の健康状態の悪化が、がん患者自身の心理的負担となる事も報告されていることから、が

ん患者家族への鍼灸治療は、看病されるがん患者自身の心理的負担も軽減させることに寄

与する可能性があると考える。 
 

キーワード：緩和医療、がん患者、家族、鍼灸治療  
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03 がんサバイバーの不眠に対する鍼治療の 1 症例 
○福田文彦、竹田太郎、石崎直人、北小路博司 

明治国際医療大学	 臨床鍼灸学講座	 
 

【はじめに】がん患者の 30-50％は不眠を経験し、身体的原因から精神的原因までさまざまである。

鍼灸治療は、不眠や不安、うつ病に効果があることが報告されている。我々は、直腸癌術

後に発症した不眠の患者に対して、鍼灸治療と傾聴・共感による精神的援助を併用した治

療を行った。その結果、不眠が軽減した患者について報告する。 

【症例】68歳、男性、身長 161cm、体重 51kg、主訴：不眠。現病歴：X-1年 10月、直腸癌術後

より不眠を自覚するようになった。抗不安薬と睡眠導入剤を処方されるも中途覚醒、熟眠

困難などが残存していた。X 年 10 月、不眠の改善を目的に鍼灸治療を開始した。現症：

入眠時に抗不安薬(デパス 1 錠)と睡眠導入剤(レンドルミン 1 錠)服用、中途覚醒時に抗不

安薬(1 錠)服用しているが、熟眠感がない状態であった。直腸癌は早期であり経過は順調

であったが、再発の不安を主治医には伝えられない状態であった。西洋医学的には適応障

害、東洋医学的には肝うつ気滞、脾腎陽虚と弁証した。 

【治療】鍼灸治療は、疏肝理気、寧心安神を目的に太衝、合谷、百会、膏肓、心兪に置鍼、その後、

健脾補腎を追加して太衝、内関、百会、印堂、神門、足三里、太溪、心兪、脾兪、腎兪に

置鍼を行った。治療に際しては、患者の不安に対して傾聴して共感する精神的援助を意識

した面接を行った。 

【経過】初診時、再発への不安に対して傾聴・共感したことで患者の不安は軽減し、患者との信頼

関係が構築できた。その関係を維持しながら鍼灸治療を行った結果、薬物療法との併用に

て患者の睡眠満足度は、100点満点中 10点(初診時)が 80点程度まで改善し、日常生活で

の活動量や範囲も増加した。 

【考察・結語】がん患者は、告知された時から大きな不安に襲われるが、一部の患者では、うつ

状態や適応障害へと移行し睡眠障害を発症する。本症例では、術後の経過が順調であるも、

再発への不安により不眠が発症したと考える。鍼灸治療と精神的援助を併用したことによ

り精神状態は安定し、不眠は改善したと考える。この不安の改善には年単位の期間が必要

であるが、現在も薬物療法と鍼灸治療を併用しながら治療を継続している。 

がんサバイバーの不安に伴う不眠に対して、鍼灸治療と鍼灸師にできる精神的援助を併用

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、不安、不眠、鍼灸治療、精神的援助  
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04 鍼灸治療による不眠症状の検討 
○西口陽子 1)2)、中村真理 1)2)3)	 

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

【目的】不眠症（入眠困難、早朝覚醒、熟睡感など）が日常生活に及ぼす影響は大きく、睡眠障害

国際分類第 2版でも日中の生活の質の低下がみられる症候群と定義されている。 

 当院でも主訴以外に不眠を訴える患者がいる。そこで鍼灸治療が不眠症を及ぼす影響に

ついて臨床研究上の効果検討を行った。 

【方法】対象 : 当院にて H23年 6月～H25年 8月に治療を受けた 1群（以下①）15人(平均年齢

42.8歳±6.4歳)2群（以下②）15人（平均年齢 43歳±4.4歳） 

調査時期 : ①初診時と、治療 6～8カ月後（以下治後）に実施した。②初診時と治療１ヶ

月後（以下治 1）治療 2ヶ月後（以下治 2）治療 3ヶ月後（以下治 3）に実施した。 

調査内容 ：①問診票(以下自作)を用い、不眠・随伴症状 6項目（疲れやすい・イライラ・

しやすい・足腰だるい・肩こり・目が疲れやすい・耳鳴り）の悩み症状スコアの比較を行

った。②アテネ不眠尺度(以下 AIS) 8項目（寝付き・途中覚醒・早朝覚醒・総睡眠時間・

睡眠の質・日中気分・日中活動・日中眠気）を用い悩み症状スコアの比較を行った。 

評価方法 : ①の問診票はＮＲＳ0～10の 11段階で評価し、数値が大きくなるほど悩み度

が高いとした。②のアテネ不眠尺度は 8項目を 0から 3の 4段階で評価した。 

治療 : 中医弁証論治による全身治療をした。治療頻度 : 1～2週に 1回以上。 

分析 : ①初診時・治後で対応のある t検定,を実施した。②初診時、治 1、治 2、治 3で分

散分析としてフリードマン検定、多重比較検定としてウィルコクスンを実施した。解析ソ

フトは SPSS(ver.19)を使用し、有意確率は 5％未満とした。 

【結果】①の悩みスコアは、不眠が治療前後で 6.3±1.3→8.7±1.3と有意に改善した。随伴症状 6

項目のうちイライラしやすい 6.1±1.8→5.4±1.5、肩こり 7.9±2.1→7.2±2.0、目が疲れ

やすい 7.2±2.0→4.9±1.6の 3項目のスコアが施術前後で有意に改善した。AISのうち寝

付き、早朝覚醒以外の 6項目スコアに改善する時期もあった。 

【考察】鍼灸治療は不眠の症状を緩和することが示唆された。随伴症状についても改善されている

と考える。AISは症状の緩和がみられない項目、時期について長期での検討が必要だと考

える。 

【結語】鍼灸治療は不眠症に効果があると示唆された。不眠症状が改善される事で QOLの向上に

つながると考えられる。今後は対象人数を増やし、さらに検討したい。 
 

キーワード：睡眠障害、不眠症、中医弁証、アテネ不眠尺度  



 20 

05 鍼灸治療による季節性アレルギー症状の改善Ⅱ 
○奥村幸希子 1)2)、中村真理 1)2)3)	 

1)関西東洋医学臨床研究会、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 32 回近畿支部学術集会にて、アレルギー性鼻炎患者 31 名のアレルギー

シーズン症状の比較とアレルギー症状に対して治療前･後の効果比較をした。そして、治

療前･後の症状に対し JRQLQ No1の 7全項目に有意差が見られたことを報告した。本報

告では、症例数を増やし鍼灸治療による治療前･後の症状の変化を詳しく検討したので報

告する。 

【方法】調査内容：来院当日のアレルギー症状に対し、①治療前･後の症状の変化。②3 回の継続

治療による治療前･後の変化を 1名につき 3回実施した。 

調査対象：H22年～H25年のアレルギー治療受診患者 53名（女性 41名、男性 12名、平

均年齢 38.2歳、±5.2）である。評価方法：①②共に問診票 JRQLQ No1 全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）を用い、0～4 の 5

段階数字で評価し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を用い、①は対応のあるｔ検定。②は Freidman･Wilcoxon検定

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･迎香に 8分灸 3壮行った。 

【結果】①来院当日の治療前･後のアレルギー症状の変化では、治療１～3 回目まで全 7 項目に有

意差がみられ、最もスコアの高かったくしゃみでは治療 1回目前 1.4±0.6→後 0.3±0.2、

2回目前 1.1±0.6→後 0.3±0.3、3回目前 0.8±0.4→後 0.2±0.2となった。また、治療前

の比較では、1 回目 vs3 回目に有意差がみられ、くしゃみ 1.4±0.6→0.8±0.4、鼻閉 1.0

±0.4→0.8±0.4 他 2 項目に有意差が見られた。治療後の比較では、有意差は見られなか

った。 

【考察・結語】鍼灸治療により季節性アレルギー患者は 1 回の来院により効果を実感できる為即

効性があると考える。また、治療前の比較で有意差が見られたことは、患者にとって治療

を重ねる事で次回来院日までの日常生活への負担も軽減していると考える。治療後の比較

では有意差は見られなかったが治療後の数値は 1.1±0.2とかなり低い。治療前と治療後を

比較すると改善が見られている事からも症状が出てきても治療後には元の状態に改善し

ていると考えられる。 

 
キーワード：JRQLQ、弁証選穴、アレルギー性鼻炎  
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06 鍼灸における補完代替医療効果の検討（第 13 報） 
 ―嗅覚障害に対する鍼灸治療の２症例― 

花谷貴美子 
花谷整骨鍼灸院 

              

【目的】嗅覚障害と診断された２症例に対し、鍼灸治療を行うことにより、良好な結果が得られた

ので報告する。 

【症例】症例１：６５才女性。主訴：頭蓋内腫瘍手術後に匂いが消失。現病歴：Ｘ年３月脳髄膜腫

瘍で手術、その後嗅覚脱失と診断されて退院、Ｘ年４月来院。症例２：８９才女性。主訴：

抗癌剤投与後に匂いが分からない。現病歴：Ｘ-３年２月卵巣癌手術を受けた後、抗癌剤

治療３クールで嗅覚消失と診断され、複数の医療機関で治療したが、嗅覚回復の効果がみ

られない為、Ｘ年３月に鍼灸治療目的で当院受診となった。所見：症例１は左頭蓋の浮腫

が残り、弦滑脈、舌紅淡、白苔。症例２は細弱脈、暗紅舌、無苔。両症例とも四診法を用

いて、症例１は肝郁気滞、症例２は肝腎陰虚と弁証した。治療原則は疏肝補腎、宣肺通竅、

手・足陽明、督脈が疏通するように図り、嗅覚神経周囲の血流を増やすことを目的とした。

鍼灸治療は印堂、迎香、上迎香、上星、風池、百会、合谷、足三里を主穴に行い、お灸は

肝兪、腎兪に施した。治療頻度は週に２回～３回で行った。 

【評価・結果】自覚症状の評価として Visual Analogue Scale (VAS)を用いた。匂いの測定はお

酢、芳香剤を用い、鼻から５㎝の距離で閉眼して測った。症例１は１1 診目(第４週)で僅

かにお酢の匂いが分かり、36診目で完全にお酢の匂いが回復し、45診目に芳香剤の香り

が分かるようになった。VAS は初診時 9８mm から最終診時 56ｍｍへ軽減した。症例２

は 23 診目(第８週)お酢の匂いが分かり、48 診目に芳香剤の香りが分かるようになった。

VASは初診時８6mmから最終診時４8mmへ軽減した。 

【考察】嗅覚障害は匂い物質が鼻の奥にある嗅覚細胞に触れると、電気信号として神経に伝達され、

大脳の嗅球から大脳皮質嗅神経に伝わり、匂いの感覚として認知される。この経路のうち

どこかの部分に問題があると嗅覚障害になる。症例１は中枢性嗅覚障害で、症例２は抗癌

剤の副作用による末梢神経の障害で起ったものと考えられる。鍼灸治療により気血の巡り

が良くなり、神経周囲の血流が増加し、残存の嗅覚細胞が再生され、嗅覚神経の働きが活

発になり、嗅覚機能が回復されていると推測された。 

【結語】今回、脳髄膜腫摘出術後の嗅覚障害と抗癌剤化学療法による嗅覚障害の２症例に対し、鍼

灸治療を行った結果、嗅覚脱失が改善され、鍼灸治療は補完代替医療として有効であるこ

とが考えられた。 
 

キーワード：嗅覚障害、脳髄膜腫、抗癌剤、鍼灸、補完代替医療  



 22 

07 パーキンソン病の症状に効果があった鍼灸治療の 1 症例 
○石井祐三 1)、福田晋平 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 保健・老年鍼灸学講座 
 

【症例】71歳男性〔主訴〕左手振戦、腰痛〔現病歴〕66歳時より左手の振戦と腰痛が出現し、近

医神経内科よりパーキンソン病(以下 PD) と診断された。薬物治療により、振戦は軽減し

たが、67 歳時に腰痛が増悪したため鍼灸治療を開始した。〔所見〕PD 症状：安静時振戦

や筋強剛は左上肢に認めた。小刻み歩行、突進現象、寡動を認めた。腰痛：前傾姿勢、腰

椎前弯の減少を認め、第 2-4腰椎傍脊柱起立筋、腰方形筋に筋緊張を認めた。痛みのため

ゴルフのスイングは 50 発以下しかできなかった。〔東洋医学的所見〕舌診：淡紅、乾燥、

裂紋。脈診：沈。意欲低下、腰下肢のだるさ、手足のほてり、疲労感、夜間尿を認めた。

〔病態〕腰痛は PDの前傾姿勢や筋強剛および変形性腰椎症によるものと考えられた。 

【治療】肝腎陰虚証と弁証した。滋補肝腎に従い、鍼治療は肝兪、陽陵泉、太衝に 0.5~1.0cm 刺

入後、置鍼術 10分間とした。また、温筒灸を太渓、復溜、腎兪に 1壮行った 。また、振

戦の抑制を目的に合谷-曲池に低周波鍼通電療法 5Ｈｚ10 分間を行った。局所的な治療と

して、疼痛領域の脊柱起立筋、腰方形筋圧痛点を用いて鍼響後に 10 分間の置鍼術を行っ

た。使用鍼はステンレス製 40ｍｍ18号鍼とした。頻度は 1回／週とした。〔評価〕腰痛は

NS(Numerical Scale)で評価し、PD症状は本疾患の国際的評価方法：UPDRS、QOLは

PDに特異的に用いられる PDQ-39、姿勢保持機能は FRT、歩行機能は TUGT(Timed Ｕ

p Ｇo Test)、うつ状態は GDSにより評価した。NSは毎回聴取し、その他の評価は初診、

10診、20診、30診時に行った。 

【結果】腰痛は 3 診時より徐々に減少し(NS 8)、11 診時には NS 1 までに軽減、ゴルフは、100

発以上のスイングが可能となった。UPDRSは初診時 32→29点(30診時)と低下し、振戦

や精神機能と日常生活動作に改善がみられた。PDQ-39は初診時 17→14点(30診時)と低

下し、QOL の向上を認めた。FRT は初診時 13.5→29.0cm(30 診時)と姿勢保持機能の改

善を認めた。GDSは初診時 11→7点(30診時)とうつ状態の改善を認めた。 

【考察・まとめ】鍼灸治療による腰痛の改善が日常生活動作や運動範囲の拡大に寄与し、うつ状

態の改善と QOLの向上につながったものと考えた。 

 

キーワード：パーキンソン病、鍼灸治療、腰痛  
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08 鍼治療により歩行障害の改善が認められたパーキンソン病の 1 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	 保健・老年鍼灸学講座、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、頚肩部痛。現病歴：64歳時に右手の振戦が出現し、神経内

科でパーキンソン病（PD）と診断された。抗 PD 薬の服薬によって症状は軽減したが、

71 歳時に頚肩部痛や下肢のこわばり感を自覚し歩幅が狭くなり、すり足となった。この

ため鍼治療の併用を希望し鍼治療を開始した。所見：歩行は小刻み歩行、すくみ足を認め、

転倒を頻発していた。頚肩部痛は締め付けられる様な痛みを頚部から肩甲上部に認めた。

頭板状筋や僧帽筋に筋緊張と圧痛を認め、頚肩部痛が増悪すると前傾姿勢となり歩幅も狭

くなった。振戦、筋強剛は右上下肢に認めた。こわばり感を自覚する両側の大腿四頭筋や

大腿二頭筋、半腱様筋に筋緊張を認めた。Hoehn-Yahr重症度分類はⅢ度であった。病態：

頚肩部痛は PDによる前傾姿勢や筋強剛に伴う筋緊張が原因と考えられた。また、歩行障

害は PD症状としての歩行障害と、頚肩部や大腿部の筋緊張によるものと考えられた。 

【治療・評価】後頚部や両側の大腿部の筋強剛の緩和を目的に、筋緊張領域で圧痛の認めた経穴

（天柱、風池、肩井、大杼、肩外兪、血海、梁丘、風市、伏兎）にステンレス製 40mm16

号鍼を用いて、刺入深度は 10mm 程度とし 10 分間の置鍼術を行った。治療頻度は 1 回/

週とした。評価：PD症状の評価は統合 PD評価スケールである UPDRSを用いた。歩行

評価は、携帯型歩行計（三菱化学メディエンス製、ゲイト君®）を用いて、「歩行の力強さ」、

「歩行速度」、「歩幅」を測定した。歩行バランス機能は Timed Up and Go test（TUG）

で評価した。評価は初診時と 12診時に行った。 

【結果】鍼治療は 84 日間に 12 回行った。鍼治療 4 診時より、頚肩部痛や大腿部のこわばり感は

軽減し、「力強く歩けるようになった」と訴え、転倒回数は 1日 5回(初診)→3回(4診)→1

回(7診)と減少した。UPDRSは 41→28と低下し、筋強剛やすくみ足の頻度が低下する等

PD 症状の改善が認められた。「歩行の力強さ」は 0.15→0.17（m/sec2）、歩行速度は 49

→53（m/分）、歩幅は 47→49（cm）となり、TUG は 11 秒 8→9 秒 5 と短縮し、歩行障

害の改善が客観的に示された。 

【考察・結語】鍼治療による後頚部や大腿部の筋緊張の改善が運動性を向上させ、歩行障害の改

善につながったと考えられた。 

 

キーワード：鍼治療、パーキンソン病、歩行障害、携帯型歩行計、筋強剛  
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09 緊張型頭痛に対して鍼灸治療を行った１症例 
○竹林智彦 1)、樋口敏宏 1)、伊藤和憲 2) 

1)明治国際医療大学 臨床医学脳神経外科学ユニット、2)明治国際医療大学 臨床鍼灸学講座 
 

 

【目的】緊張型頭痛に対する内服治療では症状の改善がみらなかったが、鍼灸治療により症状の改

善が得られた１症例を報告する。 

【症例】42歳女性。主訴：緊張型頭痛。現病歴：数年前から、肩こりを自覚することが強くなり、

それに伴って頭痛が起こることが多くなった。その頃から、ロキソニンの服用が 1日 4か

ら 5錠、1回 2錠、多い時では 1日に 6錠服用することがある。X年 2月、強い痛みが続

くので本学付属病院、脳神経外科を受診。MRI・MRA・神経学的検査所見より「緊張型

頭痛」と診断された。現症：痛みがひどい時は一日中常にあり、食事もとれないことがあ

る。薬の服用も多い時で 1日 6錠ロキソニンを服用していた。東洋医学的所見：目の疲

れ・かすみ、視力の減退、めまい、目の奥の痛み、嘔気、疲れやすい、倦怠感、集中力の

低下、四肢の冷え、歯痕舌、細脈を認めた。鍼灸治療：週 1 回、頸部肩甲部に筋緊張の

緩和を目的に、寸 3－1番で天柱・風池・肩井・天牖を配穴し 10分間の置鍼術を行った。

評価：毎回の治療前に頭痛の程度を Visual Analogue Scale（以下 VAS）にて記録し、初

回治療前および 1ヶ月ごとに HIT-6（4、7、9、10診目）による評価と 1ヶ月間の頭痛薬

の服用回数により評価した。 

【結果】鍼灸治療は 120日間に、10回行った。VASでは、初診時 46から 10診時では 5へと低下

した。HIT-6では、初診時は 53から 10診時では 36へと低下した。また、頭痛薬の服用

回数は初診時は月に 4回から 10診時には月に 0回と服用回数も減った。 

【考察】緊張型頭痛に対して鍼灸治療を行い、症状の改善が得られた。頸肩部の筋緊張を緩和させ

ることで、症状の改善に繋がり薬の服用回数も減ったと考えられる。また、治療間隔が長

くなり 1ヶ月間治療しないことがあったが、その時には症状が強くなった。一方、治療期

間を短くして行った期間では症状の改善や薬の服用回数も減った。以上より、鍼灸治療は

有効であると考えられた。 
 

キーワード：鍼灸、緊張型頭痛、肩こり、頭痛インパクトテスト（HIT-6）  
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10 精神的不安により増悪する 
頭痛患者に対する鍼灸治療の 1 症例 

○山賀真知子 1)、谷口 授 2)、江川雅人 3) 
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	 臨床鍼灸学講座、	 

3)明治国際医療大学	 保健・老年鍼灸学講座	 
	 

【目的】精神的不安により増悪する頭痛患者を経験したので報告する。 

【症例】60歳女性。主訴：頸部の詰り感を伴う片頭痛。既往歴：糖尿病(51歳)、適応障害(58歳)。

現病歴：54歳時、役職に就いた頃より頭痛が悪化し、片頭痛と診断されイミグラン(1回

／日)を処方された。3日前より症状が増悪し、3回／日に増薬したことが不安になり、本

学附属鍼灸センターを受診した。現症：前兆なし。片頭痛発作の数時間前から頸部の詰り

感を自覚。疼痛部位は左側頭部で拍動性の頭痛が増強した。発作回数は 3回／日。服薬に

より頭痛は消失したが頸部の詰り感は残存した。患者は頭痛発作と適応障害の再発に対し

て常に不安を抱いていた。評価：問診から得られた頭痛回数と強度や予兆の有無を評価し

た。また、痛みの程度を Numerical Rating Scale(NRS)で、不安状態を State- Trait 

Anxiety Inventory(STAI)で評価した。 

【治療】初診時は頸部の詰り感を取り除くことを目的に、頭半棘筋部、肩井、膏肓、合谷に鍼響後

10 分間の置鍼術を行った。初診時の選穴を基本穴とし、2 診目以降は全身症状(冷え、不

眠等)に応じて弁証論治を追加した。 

【経過】2～7診目で、予兆は毎日起こるが片頭痛発作は 2～3回／週と減少し、頭痛の強度も低下

した。2、3診目では頭痛がないことが逆に頭痛発作の不安に繋がっていたが、6診目では

鍼治療をすると安心感を得られるようなった。しかし、8診目に糖尿病や適応障害の不安

により、再び 21 回／週の頭痛を自覚した。この頃より頭痛は後頭部の鈍痛になり、片頭

痛から緊張型頭痛へ変化したことが推測された。また、精神的不安が増強したため、カロ

ナールに服薬内容が変更となった。9～14 診目では 24～48 時間毎に頭痛を自覚したが、

治療により頭痛のない時間が増えた。そのため趣味を行う等活動的に過ごすことができる

ようになった。15、16診目では、頭痛発作は 1～2回／週と減少した。頭痛発作の不安は

低下しているとコメントしたが、STAIの状態不安は 50点、特性不安は 47点と共に高不

安であった。NRSは 10(初診時)→6(6診時)→3(14診時)と痛みの軽減が認められた。 

【考察・まとめ】鍼治療により片頭痛は改善が認められた。しかし、精神的な不安の増強により

緊張型頭痛を自覚するようになった。鍼灸治療の継続により緊張型頭痛も改善傾向にある

が、頭痛発作の不安は存在している。したがって今後も薬物治療と並行して、鍼灸治療に

よる全身調整や傾聴・共感を含めた心身のケアが必要と考えられた。 

キーワード：片頭痛、緊張型頭痛、不安、STAI、鍼治療  
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11 頸部右側屈・左回旋に着目し 
鍼治療一回により改善がみられた頸部ジストニアの一症例 

○大崎美香 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)スピカ鍼灸マッサージ院、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。今回、頸部ジストニアの症例を担当した。鍼治療を行った結果、症状

が軽減されたので報告する。なお、本症例には発表の趣旨を伝え、了承を得た。 

【症例】本症例は 41 歳男性、診断名は頸部ジストニアである。X 年 10 月、統合失調感情障害と

の診断を受ける。X+6年 4月より、顔のこわばりや首の違和感を生じるようになった。主

訴は「左を向いてしまうのを止めたい」である。 

【評価】頸部ジストニアの一次的障害として頸部屈曲、右側屈、左回旋、頭部伸展位を呈していた。

二次的障害として、左右肩甲間部の皮膚伸張性低下、後頸部の皮膚および筋短縮がみられ

た。表面筋電図検査では、安静座位における右胸鎖乳突筋・左右板状筋の筋活動増大が認

められた。筋緊張検査において胸椎上部の両側最長筋の筋緊張低下が認められた。 

【治療】鈴木らは、ジストニアの一次的障害におけるそれぞれの罹患筋に対して遠隔部経穴を用い

て良好な効果を得ていると報告していることから、今回同様の手法を用いた。治療は右胸

鎖乳突筋の筋緊張抑制目的に右合谷、左板状筋の筋緊張抑制目的に左外関へ 15分置鍼し、

両側最長筋上部の筋緊張促通目的に両側崑崙へ 25 分置鍼した。また皮膚および筋の伸張

性を高めるため、左右肩甲間部、頸部に集毛鍼を行った。 

【結果】鍼治療一回により頸部屈曲、右側屈、左回旋、頭部伸展位が軽減された。筋緊張検査では、

右胸鎖乳突筋、左板状筋の筋緊張が低下していた。また表面筋電図評価では、治療前と比

較し安静座位で右胸鎖乳突筋、左右板状筋の筋活動が減少していることがわかった。 

【考察】本症例において右胸鎖乳突筋・左板状筋が頸部右側屈・左回旋を引き起こしている主たる

要因として考えた。今回、一次的障害へのアプローチにより右胸鎖乳突筋・左板状筋の筋

緊張が抑制された。最長筋に関して、治療後に筋活動が減少していた。これは鍼治療によ

り右胸鎖乳突筋、左板状筋の異常な筋活動が減少することで、最長筋単独での筋活動が減

少したためであると考えた。また二次的障害へのアプローチにより左右肩甲間部・頸部に

皮膚および筋の伸張性低下が改善された。一次的・二次的障害の双方に鍼治療をしたこと

で頚部の異常姿勢が改善したと考えた。 

 

キーワード：頸部ジストニア、鍼治療、表面筋電図  
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12 脳血管障害と鍼灸治療（第一報） 
̶MRI 画像の示す脳梗塞急性期の鍼灸治療̶ 

○	 朴 寅出（パク・インチュル） 
愛歯科・矯正歯科医院 

 

【緒言】脳血管障害後遺症に対して、リハビリテーションによる機能回復訓練と併行して鍼灸治療

を行う事により、麻痺の改善を示す症例は多数報告されている。今回、脳梗塞急性期にお

ける鍼灸治療を報告、MRI 画像によりどの様に描出されたか供覧する。尚治療者及び患

者の了解のもとこれを発表する。 

【症例】49歳、男性。患者は 2011年 8月 14日、Ａ学会が主催する実技講習会直後より軽い構音

障害（呂律が回りが悪い）と倦怠感を覚える。仕事も忙しく、疲れからくるものと判断し、

当日は安静にし様子をみる。翌 15日、小康状態が続く。16日朝食時、右手の巧緻性低下

（箸が持ちにくい）と右手掌指先部に軽い痺れを覚えた為、Ｃ病院脳神経外科を受診。

MRIを撮影し「脳」には異常なしと「診断」される。主治医は、患者が 14日の実技講習

会の様子を話すと、実技での鍼実習が悪かったのだと結論付けた。Ｃ病院から帰宅後、患

者はＡ学会理事Ｂ鍼灸師に電話をかけた。翌 17 日午前にＢ鍼灸師が患者宅に赴くことに

なった。 

【経過】17 日午前、患者はＢ鍼灸師に実技講習直後より具合が悪いこと、実技講習に問題があっ

たとするＣ病院での主治医の言を伝えると、「西洋医学で治せないものも東洋医学で良く

なるので鍼灸治療をしましょう」と鍼灸治療を始めた。50 分にわたる鍼灸治療直後患者

は立脚困難、倦怠感に襲われる。Ｂ鍼灸師は「瞑眩」だと説明、患者に暫らく横になって

休むように指示した。患者はＢ鍼灸師の指示に従い約 2時間の休眠をとった。患者は今ま

で経験のない嚥下障害で覚醒した。歩行も困難になった。構音障害も高度になり、家族に

も話が聞き取れない状態に陥っていた。同日午後、患者は救急でＤ病院脳神経内科を受診、

CT、MRI画像から左側橋部脳梗塞と診断、緊急入院となった。 

【考察】後日、Ｃ・Ｄ両病院のMRI画像を入手し放射線専門医に画像鑑定を依頼したところ、16

日には既に脳梗塞急性期の画像が、また B鍼灸師が鍼灸治療を行った後の 17日画像から

病巣の急速拡大が読み取れた。今回脳梗塞急性期の鍼灸治療での治効は読み取れない。脳

梗塞急性期は患者のバイタルも安定しておらず、鍼灸治療も鍼灸師単独ではなく医師の管

理下で行なうのが安全である。 

【結語】医師にも誤診はありうる。鍼灸師は鍼灸治療をする前に患者の病態を把握し、鍼灸の適・

不適を判断しなければならない。そして鍼灸不適応の兆候がある場合、いたずらな鍼灸治

療は避け、患者を医療機関へ受診勧奨すべきである。鍼灸師にもその重篤・緊急度診断は

求められる。 

キーワード：脳梗塞急性期、MRI画像、鍼灸不適応、受診勧奨、重篤・緊急度診断  
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13 鍼灸によるヒップアップ治療検討 
○中村真理 1)2)、西山由梨香 1) 

1)まり鍼灸院、2)森ノ宮医療大学	 保険医学学部鍼灸科	 
	 

【はじめに】美容鍼灸は鍼灸臨床上で確立された分野である。我々は、本学会において美容鍼灸

の中で美顔効果について多数発表してきた。美容鍼灸は表面上や見た目の美しさだけでな

く、身体全体を調整して内側から美しく改善していくものである。今回は鍼灸臨床におけ

るヒップアップ治療導入の可能性について実態研究により検討致したので報告する。 

【方法】対象 :当院にて平成 19年 10月～平成 25年 7月にヒップアップコースの治療を受けた 74

人(平均年齢 41歳±4.5歳)調査時期:施術前、施術 10回目(以下施術後)に実施した。調査

内容：ヒップアップ問診票(自作)を用いた。1.ヒップの状態について 5 項目(たるみ･大き

さ･形･太さ･総括的状態)2.随伴症状(肩凝り･腰痛･便秘)3.治療満足度 4.来院時主訴とヒッ

プアップコース受療動機について調査した。治療 :全身調整として中医弁証配穴。局所治

療として腰・臀部に 40㎜ 16号ステンレス鍼 12本に低周波を本人が気持ち良い程度で 8

分通電した。治療頻度 :1～2週に 1回とした。評価方法 :NRS(Numerical Rating Scale)0

～10の 11段階で最大の悩みを 10として評価した。分析 :施術前後でウィルコクスンを用

いて比較した。有意確率は 5％未満とした。 

【結果】対象者の主訴は、婦人科系が 50％と最も多く、次で整形系 30％であった。ヒップの症状

は「たるみ」8.2±1.1→5.1±1.1、太さ 8.4±1.4→6.1±1.5 とすべてにおいて有意に改善

がみられた。随伴症状についても 3項目すべて有意に改善がみられた。治療満足度につい

ては 7点以上が 87.8％、10点以上が 45.9％、4点以下は 3点の 1.4％のみであった。 

【考察】対象者の主訴は、婦人科系が多く、この悩みを有する者は、臀部に悩みを持っている可能

性が示唆された。ヒップの悩みが改善した事が高い満足度につながったと考える。随伴症

状についてもヒップアップする事で、骨盤の血流に影響して、腰痛･便秘において有意に

改善がみられたと考える。 

【結語】今回は、鍼灸治療によりヒップアッフﾟを実現することで美容目的である見た目の改善は

もちろん、骨盤の血流改善や、全身のバランス調整により、不妊症を含む婦人科系及び、

腰痛･便秘等の症状にも効果が得られる事が示唆された。ヒップアップ治療は鍼灸臨床に

おいて新しいカテゴリーになりえると考える。 

 

キーワード：ヒップアップ、骨盤血流、不妊症、中医弁証論治、婦人科  
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14 舌形と中医学体質分類との関連性について 
○森田 智 1)、和辻 直 2)、関 真亮 2)、斉藤宗則 2)、渡邉勝之 2)、篠原昭二 2) 

1)明治国際医療大学 大学院鍼灸学研究科 
2)明治国際医療大学 基礎鍼灸学講座 

 

【はじめに】舌診における舌形の判断は、虚実や津液の状態を見るのに活用されている。舌診は

単に証を判断するだけではなく、個人の体質を把握するためにも有用であるとされている。

舌形は舌色に比べ、環境的な要因を受けにくいとされ、体質も同様とされている。先行研

究より中医学の体質である陽虚体質は歯痕舌や浮腫が出やすいとされている。そこで、本

研究は胖嫩舌及び歯痕舌の出現状況と中医学の体質との関連を調査した。また中医学の体

質と体水分率及び BMIとの関連を調査した。 

【方法】対象は本研究に同意を得た学生 31名（平均年齢 24±3歳、男性 24名、女性 7名）とした。

舌形の判断を Categorical Scale(CS)にて判定し、舌診撮影ユニットで記録した。中医学の

体質分類には中医体質分類判定票(Constitution in Chinese Medicine Questionnaire、

CCMQ)を用いた。体水分率と BMIは体組成計（TANITA社製、MC-980A）で測定した。

舌形の CS、CCMQ、体組成計の結果を比較した。調査期間は 2013年 4月～8月、第 1

回～第 4回調査を毎月行った。なお統計はMann-Whitney検定などを用いた。 

【結果】第 1 回調査において胖嫩舌を認めた者の中で、陽虚体質 5 名、陰虚体質 6 名であり、歯

痕舌を認めた者の中で、陽虚体質 4名、陰虚体質 6名であった。第 2～4回調査の結果は

概ね同様であった。第 1 回調査の体質と体水分率との関連は陽虚体質 56.6±3.2 %、陰虚

体質 48.5±3.2 %で、差を認める傾向にあった。第 4回調査における体質と BMIとの関連

は、陽虚体質 22.0±1.8 kg/㎡、陰虚体質 25.7±2.7 kg/㎡で、有意差を認めた（p＜0.05）。 

【考察】舌形は病証と同様に体質との関連があるとされている。しかし本調査の結果では胖嫩舌及

び歯痕舌の有無と陽虚体質との関連を認めなかった。その要因は季節変化によるものと思

われた。舌形と体質は共に変化しにくいものとされている。本調査の 4ヶ月間の観察では、

胖嫩舌や歯痕舌がほとんど変化しなかったが、体質が変化した者は数名いた。このため体

質の調査には長期的な経過観察が必要と考える。 

【結語】本調査において胖嫩舌及び歯痕舌の有無は陽虚体質と関連がなかった。また陽虚体質と陰

虚体質では体水分率に差を認める傾向にあり、BMIに有意差を認める時があった。 
 

キーワード：舌診、体質、CCMQ（中医体質分類判定票）、体水分率、BMI  
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15 鍼治療の安全性向上に関する文献的検討（２）－気胸－ 
○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

以降に医学雑誌に掲載された国内で発生した気胸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月以降に発表された鍼治療に関連して発生した気胸の有

害事象報告論文を検索した（平成 25年 7月 1日検索）。キーワードは、鍼、気胸、有害事

象、有害作用を用いた。また、同じ時期に限定して PubMed を用いて同様の検索

（acupuncture and pneumothorax）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、鍼施術の部位、治療法・期間、年代別比較、安全性向上への課題に

ついて検討した。 

【結果】全部で 34文献 55症例が収集された。内訳は、両側が 9件（緊張性 2件含む）、片側が 34

件（緊張性 1 件、乳糜胸 1 件含む）、記載なしが 12 件であった。そのうち、埋没鍼は 1

件、折鍼伏鍼は 1 件であった。施術部位は肩背部が多く、肩井、肩外兪、下扶突、膏肓、

志室、譩譆、神堂、隔兪、肝兪、胆兪、心兪の記載があった。症状発症までの期間は、直

後 27件、当日 13件、翌日 3件、2日後以降 5件、記載なし 7件であった。治療は、安静

15件、脱気 7件、持続吸引 22件、記載なし 6件、その他 2件。死亡事例は 3件であった。

治療日数は、1週間以内 20件、1ヶ月以内 19件、1ヶ月以上 2件、記載なし 10件であ

った。年代別では、1980年代が 9文献 19症例、1990年代が 7文献 13症例、2000年代

が 12文献 12症例、また、2010年以降 2013年 7月までに少なくとも 6文献報告 11症例

が報告されていた。 

【考察】各年代ともに気胸症例が多く報告されている。安静のみで治癒しているものも多いが、両

側気胸や緊張性気胸など早期に適切な対応を取らないと重篤な症状を引き起こしかねな

い症例や、死亡例も報告されている。呼吸器疾患のある患者は、気胸を契機に重篤な合併

症を引き起こすリスクが健常者より高く、事前の問診による把握が不可欠である。刺鍼部

位は、肩背部での報告が多く、この部の局所解剖・安全深度を十分理解することが重要で

ある。 

【結語】近年においても鍼治療が原因と疑われる気胸が発生していることが示唆された。このよう

な事象の反復は鍼の安全性に対する国民の信頼を大きく損なうこととなるため、学会とし

て教育啓発に取り組んでいくことが大切である。 
 

キーワード：気胸、鍼、文献調査、埋没鍼、伏鍼  
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16 外用薬が無効であった足の凍瘡患者への灸治療 1 症例 
○寺田拓未	 

鍼灸整体いっとう堂 

【目的】寒冷刺激を主因とする末梢循環障害の一つに凍瘡(霜焼け)がある。今回、外用薬が無効で

あった足の凍瘡患者に灸治療を行い、興味のある結果を得たので報告する。 

【症例】89 歳女性。骨粗鬆症、脂質異常症、高尿酸血症にて内服治療中。現病歴：3 年程前より

寒くなると足先に痛みが出現し、皮膚が紫色や白色に変色するため足が腐るのではないか

と心配し皮膚科を受診、凍瘡と診断され外用薬を処方された。外用薬を塗布しても症状は

改善せず、足先の皮膚は硬く脆くなり、自身で皮膚を捲ることが多かった。冷えの自覚は

ないが、触るとすごく冷たい。その後は毎年同様の経過を辿っている。X年 11月 30日よ

り当院にて凍瘡に対する灸治療開始。X年 12月 7日には K大学医学部付属病院免疫内科

にて、自己免疫疾患は否定されている。初診時所見：足の皮膚温低下顕著。足底、両小趾

から立方骨辺りにかけての皮膚は紫色に変色、皮膚の剥離は見られない。 

【治療】両足趾全ての爪甲根部両側に半米粒大 8分灸 3壮ずつ。X+1年 1月 8日(治療 5回目)から

は 9分灸に変更。 

【効果判定】左側を凍瘡症状が無い状態、右側を今までに感じた最もひどい凍瘡の状態とする

100mmの Visual Analogue Scale(VAS)を用いた。VAS値は全て施術前に聴取した。 

【経過】治療期間は X年 11月 30日から X+1年 5月 30日で、治療回数は 24回であった。VAS

値は初診時から X+1年 2月 13日までが 50mm、X+1年 2月 21日から 3月 7日までが

60mm、その後徐々に値は下がり治療最終日には 0mmであった。X+1年 2月 21日から 3

月 7日までは両足趾に痛みを感じる事が多かったが、皮膚状態に悪化は見られなかった。 

【考察】今回の症例では寒冷期間中、凍瘡症状の大きな改善、悪化は見られなかった。昨冬までは

寒くなると足先の痛みが増し、皮膚状態が悪化し、自身で皮膚を捲ることが多かったこと

を考慮すれば、灸治療により症状がコントロールできたのではないかと考える。今後、症

例数を増やし更なる検討を加えていきたい。 

【結語】外用薬が無効であった足の凍瘡患者への灸治療は、寒冷期間中、症状を悪化させない可能

性が示唆された。 

【謝辞】本抄録の作成にあたり、丁寧に御指導頂いた関西医療大学の坂口俊二先生に心より感謝い

たします。 

 

キーワード：凍瘡、灸治療、霜焼け、寒冷刺激、冷え  
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17 間質性膀胱炎に伴う頻尿と膀胱痛に対する 
鍼治療̶1 症例報告 

○硲口 寛 1)、本城久司 3)、関 英夫 2)、邵 仁哲 2)、北小路博司 1) 
1)明治国際医療大学 臨床鍼灸学講座、2) 明治国際医療大学 泌尿器科学教室、 

3)明治東洋医学院専門学校 

【目的】間質性膀胱炎は、頻尿・尿意切迫感・膀胱痛などの症状を呈する原因不明の難治性の慢性

膀胱炎である。症状が持続すると患者の QOLは大きく損なわれる。今回、間質性膀胱炎

の治療の第一選択である膀胱水圧拡張術（以下：拡張術）と薬物療法に鍼治療を併用した

ところ症状に 改善がみられたので報告する。 

【症例】83 歳女性。X-1 年、蓄尿時に会陰部痛を感じ始め他院に行くも症状の改善が見られなか

ったため X年 5月 に明治国際医療大学泌尿器科を受診し、間質性膀胱炎との診断にて拡

張術開始、X年 5月時の拡張術では 200mlであり、X年 7月には 250mlと症状も安定し

ていたが、X 年 8 月の拡張術では 130ml と排尿症状の悪化がみられた為、鍼治療を開始

した。服薬：ベタニス錠 25mg、ロキソニン錠 60mg、クラビット錠 250mg、フロモック

ス錠 100mg、他。鍼治療開始前は頻尿と膀胱痛を訴えており、排尿記録により排尿回数

17回、最大一回排尿量 140ml、平均一回排尿量 94ml、間質性膀胱炎の症状スコア 11点・

問題スコア 7点、過活動膀胱症状質問票 8点、国際前立腺症状スコア 20点 であった。 

【治療・経過】鍼治療は中髎穴に直径 0.3mm、長さ 60mmのディスポーザブル鍼を用いて徒手刺

激を 10分間行い 1回の治療とした。鍼治療は週に 1回の間隔で 6回行った。鍼治療前の

拡張術は 130ml→170ml。間質性膀胱炎に伴う症状の評価は、鍼治療前と鍼治療 5回終了

時に評価した。間質性膀胱炎の症状スコア 11点→6点・ 問題スコア 7点→6点、過活動

膀胱症状質問票 8点→4点、国際前立腺症状スコア 20点→12点とそれぞれ症状の改善が

みられた。 

【考察・結語】今回、間質性膀胱炎の患者に鍼治療を行ったところ、拡張術容量も増加していた

ことから今回の拡張術による膀胱容量の増加および尿意切迫感、膀胱痛などの症状の改善

傾向がみられ、排尿回数 17→13回、各症状スコアの点数の減少が見られ、特に尿意切迫

感は 1日に 2～4回あったのが 5回終了時には 0回になっており、蓄尿時の膀胱痛もほぼ

消失していた。以上のことから間質性膀胱炎に伴う頻尿と膀胱痛に対する中髎への鍼刺激

は有効であると考える。 

 

キーワード：鍼治療、間質性膀胱炎、尿意切迫感  
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18 偽皮内鍼の信憑性テスト 
○花原容成 1)、七堂利幸 2) 

1)大阪医療技術学園専門学校 東洋医療技術教員養成学科 2年 
2)大阪医療技術学園専門学校 東洋医療技術教員養成学科 非常勤講師 

 

【目的】すでに偽皮内鍼でランダム化比較試験 RCTが行われている。しかし、真と偽の皮内鍼が

感覚的に判別できないか、区別できないかということを調べていないので、偽鍼が使える

証拠はない。ここで偽鍼の信憑性テストを行い、その点を確認する。 

【方法】実験にはインフォームドコンセントの得られた健康成人 8 名（20 代～40 代の男性 4 名、

女性 4名、教員養成学科学生）を用いた。偽皮内鍼は針先をハサミでカットした物を使用。

皮内鍼を打ったら被験者は体を動かして痛みがないか等を確認する。経穴は肩井、手三里

（2穴とも右側）手三里は被験者がみえる場所にあるため、顔を回してみえないよう刺入

する。被験者は打たれた皮内鍼が真の鍼か、偽鍼かを記録者に告げる。術者は皮内鍼に慣

れた同一人とする。真の鍼か、偽の鍼かはコイン投げの裏表で決める。（真鍼：表 偽鍼：

裏）これは真・偽鍼の順番をランダムにするためである。 

【結果】今回の信憑性テストの方法には一般的な 2×2 分割表を使用。正解が真鍼：偽鍼＝13：5

（ 人 ）、 非 正 解 が 真 鍼 ： 偽 鍼 ＝ 12 ： 12 （ 人 ） と な り 、 JavaStat

（http://statpages.org/ctab2x2.html）の 2-way Contingency Table Analysisにて計算。

Kappa係数＝0.212、Phi Coefficient (= Cramer's Phi, and = Cohen's w Index, for 2x2 

table)＝0.224、Chi-Square Testsの Yates Correctedの p-value＝0.257となった。 

【考察】真鍼と偽鍼の一致度が 0.2１、真・偽鍼の種類と正解・非正解との関連度は０．２２と低

かったため、当該偽皮内鍼は真皮内鍼と区別がつかない結果から偽皮内鍼は信憑性が高い。 

【結語】今回はサンプル数が少ないながらも、結果として偽皮内鍼は真鍼と区別がつかないという

結果が出た。今後サンプル数を増やしてさらに感度の高い試験に移行すべきである。 

 

キーワード：皮内針、信憑性テスト、偽鍼、プラセボ鍼  
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19 小児はり問診票による効果検討 2 
○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、第 62回全日本鍼灸学会学術大会にて、小児はり問診票を用いて、来院主訴で最

も多い「睡眠障害」とカンムシ・アレルギー・便通の関連性を比較検討し、重複した症状

に対しても小児鍼の有効性があることを報告した。今回は、症状改善が低かった「睡眠障

害」と「アレルギー」の関連性を 9回の長期治療において比較検討したので報告する。 

【方法】対象：H21年 7月～H25年 5月までに当院に来院した小児患者 49名（男児 19名･女児

30名 平均年齢 2.6歳）問診時期：初診時と 10診目施術前に実施。問診票は、小児はり

学会認定のものを用いた。調査内容：①主訴がアレルギーの者 ②問診票でアレルギー項

目を 1 以上つけた者の、①②共に「睡眠障害」「アレルギー」項目を各々比較した。また

施術効果に対する満足度を調査した。評価方法：大項目「睡眠障害」「アレルギー」に関

しては、保護者の「気になる程度」0～4 の 5 段階評価、小項目「夜泣き」「寝付き」「途

中覚醒」「アトピー性皮膚炎」「痒み」「アレルギー性鼻炎」に関しては 0～10の 11段階評

価とした。分析方法：初診時･9回後で Friedman検定･Wilcoxon検定を行い、有意確率

は 5％未満とした。治療：鍉鍼、大師流小児はり、線香灸等を用いた。治療頻度：1～2週

に 1回とした。 

【結果】「睡眠障害」「アレルギー」の項目を各々平均値にて比較したところ、「睡眠障害」2.2±0.8

→0.6±0.2、「アレルギー」3.6±0.5→2.5±0.6など、①②のいずれも改善がみられ、大項

目についてはスコアに有意な改善がみられた。また、①「夜泣き」･「痒み」を除く 6 項

目②「アレルギー性皮膚炎」を除く 7項目のスコアが有意に改善された。 

【考察・結語】前回の 4回の治療から 9回の治療に増やすことで、大項目と小項目 4項目に改善

がみられた。治療を継続することで、対象者の症状改善が示唆された。すなわち、アレル

ギー症状を有する小児患者の保護者に継続治療の効果と必要性を説明する必要性がある。

スコアに有意な改善がみられなかった項目の理由として、①痒みが残っていることで、夜

泣きの改善が遅い。今後も、治療継続による効果検討を行う必要性があると考える。 

 

キーワード：小児はり、小児鍼問診票、アレルギー、夜泣き、アトピー性皮膚炎  
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20 治療効果における理論外要因の人間科学的考察 
-小児鍼治療の経験を手がかりに- 

○小川貴司	 
小川鍼灸整骨院	 

 

【目的】本研究の目的は、発表者が経験した小児鍼１症例の治効要因の考察を、単に刺激の生理的

機序の考察に留まらず、治療者と対象患児の関係性や、治効を判定する母親の育児期にお

ける心理社会的背景までも考察することである。 

【方法】発表者の小児鍼治療について、その効果を判定する立場にある患児母親に治療の最中に半

構造化インタビューを行った。 質問項目は、受療のきっかけとなる症状、子供の症状が

母親の気分や家族に与える影響、今の症状を放置すると子供はどうなると考えるか、治療

効果について、ほか４項目であった。聞き取られた語りを、承諾の元に IC レコーダーに

録音し、トランスクリプトデータを作成した。母親には研究の説明と参加の承諾書を取り

交わした。 

【結果】主な回答は次の通りであった。噛み付き行動や夜鳴き、かんしゃくなどを受療のきっかけ

として、それらの症状に対して、母親は睡眠不足、イライラ、大声による近所迷惑を感じ

ていた。患児母親は、これらの症状を放置するとキレやすい子供になるのではという不安

を抱いており、治療効果については患児の表情が柔らかくなった、話しが通じるようにな

った、かんしゃくの回数が減ったと答えた。 

【考察】小児鍼の治効理論には自律神経のアンバランス論などがある。発表者はそれを支持するが、

実際に接触刺激がどのように効果を引き出すのかという学術的理解は持ち合わせていな

いため、積極的に専門理論を利用して効果を引き出したとはいえない。しかし患児の母親

は改善を報告した。インタビューと文献的考察から母親が行う肯定的な治効の判定には患

児の皮膚への接触刺激のみならず、治療者と患児のリラックスした関係性、母親の心理社

会的状況に基づいた主観性が強く反映されていたと考えられる。鍼灸臨床においては、刺

激の生理学的機序以外の要因が治効に大きく関与する可能性が示唆された。尚本研究の問

題点として、専門理論に期待を託す患者に対してそれ以外の治効についての要因を研究す

ることになる倫理的問題や、治療者が行う対象者選択及び直接インタビューすることなど

に起因するバイアスがある。本発表は課題生成を目的とした質的研究に位置づけられる。 

【結語】鍼灸の治療効果は、治療者が患者に与える刺激による生理的反応のみによってもたらされ

るのではなく、心理学や社会学が研究対象とするその他の要因によっても構成される可能

性が示唆された。 

キーワード：小児鍼、質的研究、人間科学、臨床研究  
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21 糖尿病患者のこむら返りに対する鍼灸治療の 1 症例 
－温灸と鍉鍼治療の併用治療にて－ 

○大坂侑子、福田文彦、竹田太郎、堀部 豪、石崎直人	 
明治国際医療大学 鍼灸学部 臨床鍼灸学講座 

	 

【はじめに】糖尿病患者の 35%にこむら返りが生じると報告されているが、原因は不明であり、

絶対的な治療法は無いのが現状である。こむら返りによる痛みやそれに伴う運動制限、睡

眠障害などは患者の QOL低下や、血糖コントロールの不良にも繋がる。今回、糖尿病患

者のこむら返りに対して、温灸と鍉鍼治療を行い症状の改善が得られた症例を報告する。 

【症例】49歳、女性。主訴：こむら返り。現病歴：X-24年に妊娠糖尿病を発症し、出産後もイン

スリン療法を継続していた。X-10 年にインスリン療法を自己中止し糖尿病が悪化。X-5

年に視力低下のため本学附属病院眼科を受診し、糖尿病性網膜症と診断された。同時に内

科外来にてインスリン療法が再開された。X-3年に季肋部の強い痛みが出現(現在訴えてい

るこむら返り)し、本学附属病院内科にて芍薬甘草湯が処方され現在まで内服を続けるも

症状に変化はなかった。X年に本学附属病院に糖尿病教育入院となり、鍼灸治療を開始し

た。所見：血液検査：HbA1c 10.5%。こむら返りの部位：下腿後面、季肋部、側腹部等。

東洋医学的所見：下腿の冷え、不眠、食欲不振を認めた。舌診では暗淡紅、歯痕、脈診

では数・浮・渋を認めた。 

【治療・評価】肝血虚証・肝脾不和証等と弁証し、健脾益血・疏肝理気等を治則とした。治療は、

鍼灸治療が初めてで恐怖心があったため温灸器と鍉鍼から開始した。治療部位は三陰交、

足三里、太衝、血海、内関等に行った。評価：こむら返り日誌[発症部位と強度(大・中・

小)]を自作して評価した。 

【経過】鍼灸治療開始前は、動いたり踏ん張ったりする度に下腿後面、季肋部、側腹部等にこむら

返りが頻繁に生じていた。強度は「大」で、痛みのため 1時間ほど体位変換出来ないこと

が多かった。夜間にも頻発し痛みのため入眠困難や中途覚醒をきたしていた。治療 3回目

以降は、下腿後面のみに 0～1回/日の頻度へと減少し、強度も「小」または「中」へと変

化し、日中の活動量も増加した。夜間のこむら返りは消失した。 

【考察・結語】絶対的な治療法が無い糖尿病患者のこむら返りに対して、温灸と鍉鍼治療にて頻

度・強度共に改善が認められた。こむら返りの改善に伴い、院内での歩行や外出などの活

動量の増加、睡眠の質の増加など QOLの向上に繋がった。鍼灸治療によりこむら返りが

軽減することは、糖尿病患者の QOLを向上させ、血糖コントロールに対しても良い影響

を与えることが示唆された。 

キーワード：糖尿病、こむら返り、鍼灸治療  
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22 歩行時に右膝の疼痛に対して、 
鍼治療を用い歩行速度の改善がみられた一症例 
○髙橋 護 1)2)3)、酒井英謙 2)4)、高木綾一 2)5)、谷 万喜子 3)、鈴木俊明 3) 

1)健康スタジオキラリ/Kirari鍼灸マッサージ院	 
2)喜馬病院	 リハビリテーション部、3)関西医療大学大学院	 保健医療学研究科	 

4)スピカ鍼灸マッサージ院、5)医療法人	 寿山会	 法人本部	 
 

【はじめに】歩行時に、右膝関節内側裂隙部に疼痛が生じている変形性膝関節症の症例を担当し

た。本症例に対し、鍼とダイレクトストレッチングを用いた治療を行った。結果、疼痛の

軽減、歩行速度の改善が認められたので報告する。 

【症例・評価】本症例は 86歳の男性、診断名は両変形性膝関節症で、既往歴は右脛骨陥没骨折で

あった。主訴は、「歩くと膝が痛い、歩く速度を上げたい」で、ニードは「歩行時の疼痛

の緩和」とした。本症例は歩行時に、左右股関節屈曲位、骨盤前傾位、腰椎前弯、下腿外

旋位を呈していた。右立脚周期を通して膝関節伸展位であった。歩行時に右膝関節の内側

部に疼痛が出現していた。関節可動域検査では股関節伸展右－15°で、徒手筋力検査では

股関節伸展左 4、右 2、膝関節伸展左右 3であった。整形外科的テストはトーマステスト

右陽性、マックマレーテスト右陽性を認めた。筋緊張検査は右腸腰筋の筋緊張亢進、右大

腿二頭筋腱に短縮がみられた。また、Q-Angle40°であった。ベッド脇から歩行動作を行

い玄関までの時間を測定すると 46秒であった。歩行時に疼痛が生じ、立ち止まりが 2回

みられた。 

【治療】股関節伸展可動域獲得目的に右腸腰筋に単刺術を用いた鍼治療を行った。下腿の外旋変位

の改善目的に大腿二頭筋腱にダイレクトストレッチングを下腿内旋方向へ牽引しながら

行った。なお、大腿二頭筋腱は伸張性が低下していたため、鍼治療ではなくダイレクトス

トレッチングを用いた。治療は週 1回で計 4回であった。 

【結果】歩行時の膝関節内側裂隙部の疼痛の軽減がみられた。関節可動域検査は右股関節伸展-5°

に改善がみられた。ベッドから玄関までの時間が 17 秒短縮された。歩行中に立ち止まる

ことはなかった。 

【考察】本症例の疼痛の原因は歩行時の膝内側部への圧縮、回旋ストレスの増強と考えた。股関節

伸展制限により体幹は前傾姿勢であり、重心が前方に移動していた。そのため足関節底屈

位を呈していたと考えた。足関節底屈位に伴って膝を伸展して歩行し、膝関節屈曲による

床反力の緩衝作用が生じず膝関節に圧縮ストレスを増強させたと考えた。また、下腿外旋

変位のまま足部接地を行い、それに伴う股関節内旋が生じ、膝関節に回旋、圧縮ストレス

を増強させたと考えた。今回、治療により腸腰筋、大腿二頭筋腱の筋緊張が低下し、膝関

節に生じていた回旋、圧縮負荷が減少し、疼痛の軽減、歩行速度の改善につながったと考

えられた。 

	 

キーワード：鍼治療・腸腰筋・歩行速度  
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23 太白への鍼刺激が膝関節伸展運動時における 
大腿四頭筋の筋機能に与える影響 

生田啓記 1)2)3)、谷 万喜子 1)4)、谷埜予士次 1)4)、高木綾一 2)5)、鈴木俊明 1)4) 
1)関西医療大学大学院 保健医療学研究科 

2)喜馬病院リハビリテーション部、3)スピカ鍼灸・マッサージ院 
4)関西医療大学 保健医療学部 臨床理学療法学教室、5)医療法人 寿山会 法人本部 

 
【目的】本研究は我々がジストニア治療で用いている循経取穴理論を運動器疾患への治療に応用し

た。今回はこの理論を大腿四頭筋の筋緊張促通に対して用い、太白への鍼刺激が膝関節伸
展運動時における大腿四頭筋の筋機能に与える効果を検討した。 

【方法】対象は膝関節に異常を認めない健常人で本研究に同意した 9 名（男性 5 名、女性 4 名）
の利き足とした。課題は経穴刺激群(太白)、非経穴刺激群(太白と公孫の中点から垂直へ足
底方向に 1 ㎝)、無刺激群の 3 群を全対象に対して行った。鍼刺激方向は直刺、刺入深度
は 5㎜とした。膝関節伸展運動は膝関節屈曲 60度位とした。そこで最大随意収縮 60％強
度での等尺性収縮を 5 秒間、10 秒間の休息をはさみ計 3 回行った。膝関節伸展運動時の
表面筋電図測定は内側広筋斜頭(VMO)、内側広筋長頭(VML)、大腿直筋、外側広筋の 4筋
とし、鍼刺激前、鍼刺激直後、5分後、10分後、15分後に置鍼状態で行った。Travnik L,et 
al.は VMOと VMLでは線維の方向やタイプ、機能が異なると報告している。そして鍼刺
激前、鍼刺激直後、5 分後、10 分後、15 分後において 3 回測定した振幅積分値(IEMG)
の平均値の変化を比較した。統計学的検討は Dunnett検定により行った。 

【結果】経穴刺激群において VMOの IEMGは、鍼刺激直後、15分後において IEMGの低下傾向
を認めた。また VMLの IEMGは 15分後において有意な低下を認めた。非経穴刺激群に
おいて VMO、VMLの IEMGは、ともに鍼刺激直後、5分後、10分後、15分後、すべて
変化を認めなかった。無刺激群において VMOの IEMGは、15分後に増加傾向を認めた。
また VMLの IEMGは 15分後に有意な増加を認めた。 

【考察】無刺激群の IEMGは膝関節伸展運動を繰り返すごとに VMLで有意に増加し、VMOでも
増加する傾向がみられた。筋疲労が生じた状態では、筋収縮を維持する時に筋活動が増大
すると報告されている。そのため本研究の膝関節伸展運動では筋疲労が生じていると考え
られた。それに対して経穴刺激群の IEMGは VMLで有意に低下し、VMOでも低下傾向
を示した。また非経穴刺激群は VMO、VMLの IEMGで有意な変化を認めなかった。星
川は微小突起による皮膚刺激では筋血流量が増大し、乳酸の減少が生じたと報告している。
また今回の鍼による痛覚刺激は外側脊髄視床路から体性感覚野へ投射すると考えられた。
さらに置鍼により中枢神経機能が高まり、体性感覚野と運動野の促通効果が皮質レベルで
働き錘体路、α運動ニューロンを促通することで筋機能の向上が生じると考えられた。太
白を用いた鍼治療で IEMGに VMOの低下傾向、VMLの有意な低下が生じたことは筋疲
労緩和に加え、筋活動効率の向上が生じると示唆された。 

 

キーワード：太白、内側広筋、循経取穴理論  
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