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平成 23 年度（社）全日本鍼灸学会 第 31 回近畿支部学術集会 開催概要 

【会  期】平成 23 年 11 月 23 日（水・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 11:45～13:15	 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：	 9:00～15:00	 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７分・討論３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、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	 王	 財源（関西医療大学）	 斉藤宗則（明治国際医療大学）	 

01 小児はり問診票による効果検討 3 
○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 

02 鍼灸治療による季節性アレルギー症状の改善 
○松田絵美 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 

03 弁証別美顔鍼灸の効果－中医弁証論治 第三報― 
○中村真理 1,2,3)、松田絵美 1,2) 

1)関西東洋医学臨床研究所、2)森ノ宮医療学園専門学校、3)まり鍼灸院 

04 中医基礎理論教材，特に肝の生理機能の文献記載における考察 
○奈良上眞 

大阪医療技術学園専門学校 

05 男子高校生の健康観に対する五臓スコア(FVS)評価の有効性 
○戸村多郎 

関西医療学園専門学校	  

06 鍼灸における補完代替医療効果の検討（第 11 報） 
-下肢浮腫に対する鍼灸治療の一症例- 
○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	 谷	 万喜子（関西医療大学）	 涌田裕美子（森ノ宮医療大学）	 

07 自傷行為を繰り返す特養入所者に対する鍼治療の一例 
○里見明子、志連英明、高橋則人、江川雅人 

明治国際医療大学 加齢鍼灸学教室 

08 内科入院中の全身倦怠感による QOL 低下に対する鍼治療の 1 症例 
○北林亜由美 1)、鈴木雅雄 1)、山内清敬 1)、長村智子 2)、竹田太郎 1)、 

福田文彦 1)、石崎直人 1)、山村義治 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 

09 てんかん発作に対する鍼灸治療－成人期に発症した一症例－ 
○田崎紗世 1) 、関	 真亮 2) 

1)明治国際医療大学 加齢鍼灸学教室 臨床専攻 修士課程２年 

2)明治国際医療大学 伝統鍼灸学教室 
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10 変形性膝関節症の手術を拒否した１症例に対する鍼灸治療 
○古田大河 1)、鈴木雅雄 2)、石崎直人 2) 

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

11 閉塞性動脈硬化症に対する鍼治療の１症例 
○梅村勇介、伊藤和憲、今井賢治、北小路博司 

明治国際医療大学 臨床鍼灸学教室 

12 腹部鍼通電が及ぼす影響 糖負荷試験実施による一例 
○清水正輝、森北育宏 

大阪体育大学大学院 

13 慢性閉塞性肺疾患（COPD）に対する鍼治療の検討 
○鈴木雅雄 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	 

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 

	 「日本鍼灸の各家学説」 	 

	 講師	 安井廣迪（天津中医薬大学	 客員教授、安井医院	 院長）	 

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  14:20-15:30 

	 座長	 新原寿志（明治国際医療大学）	 木村研一（関西医療大学）	 

14 八邪への経穴刺激理学療法前後における脊髄神経機能の変化 
○鈴木俊明 1)、鬼形周恵子 1)、文野住文 2)、谷	 万喜子 1) 

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 

15 八邪（大都）への鍼刺激前後における母指対立筋 F 波の変化 
○尾羽根実央 1,2,3)、谷	 万喜子 4,5)、鈴木俊明 4,5) 

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  

16 八邪（上都）への鍼刺激前後における母指対立筋 F 波の変化 
○川畑隼人 1,2,3)、谷	 万喜子 4,5)、鈴木俊明 4,5) 

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 

17 全身性ジストニア患者に対する鍼治療前後におけるハンガー反射の変化 
○田中健一 1,2,3)、谷	 万喜子 4,5)、鈴木俊明 4,5)、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 

18 上肢ジストニア患者の上肢機能と鍼治療効果 
○谷	 万喜子 1,2)、鈴木俊明 1,2)、吉田宗平 2) 

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 神経病研究センター 

19 頸部ジストニア患者の鍼治療前後におけるハンガー反射出現様式の変化 
○平松哲郎 1,2)、谷	 万喜子 3,4）、鈴木俊明 3,4）、吉田宗平 4） 

1)関西医療大学附属診療所 研修員、2)柏友会楠葉病院 リハビリテーション科 

3)関西医療大学 保健医療学部 臨床理学療法学教室、4)関西医療大学 神経病研究センター	 

20 パーキンソン病に対する鍼灸治療の一例 
―腰痛の軽減に伴い日常生活動作が向上した例― 
○佐田	 遥 1）、福田晋平 2）、廣	 正基 3）、江川雅人 1） 

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 大学院 

3)明治国際医療大学 健康・予防鍼灸学教室	 

休憩	 15:30-15:40 

	 

一般演題Ⅳ  15:40-16:30 

	 座長	 和辻	 直（明治国際医療大学）	 戸村多郎（関西医療学園専門学校）	 

21 円皮鍼・養生指導は人間ドック受診者の体調に変化を及ぼすか 
○鈴木孝子 1)、和辻	 直 1)、関	 真亮 1)、篠原昭二 1)、矢野	 忠 2)、嶺尾	 徹 3) 

1)明治国際医療大学 伝統鍼灸学教室、2)明治国際医療大学 健康予防鍼灸学教室 

3)明治国際医療大学附属病院 

22 災害地における鍼灸師の役割 
○寺田拓未 

鍼灸整体いっとう堂 

23 鍼灸師が法令上行うことのできる行為（第一報） 
○坂部昌明 

明治国際医療大学非常勤講師 

24 鍼刺激による自律神経調節におけるプラセボの関与 
̶瞬時心拍数を指標にした検討̶ 
○谷口博志 1)、吉元	 授 2)、今井賢治 2)、北小路博司 2)、小笠原千絵 1)、 

	 日野こころ 1)、新原寿志 1)、角谷英治 1)	 

1)明治国際医療大学基礎鍼灸学教室、2)明治国際医療大学臨床鍼灸学教室 

25 灸頭鍼の艾球落下因子とその防止策̶横揺れ発生装置を用いた検討̶ 
○新原寿志 1)、泉谷泰行 2)、谷口博志 1)、日野こころ 1)、小笠原千絵 1)、角谷英治 1) 

1)明治国際医療大学基礎鍼灸学教室、2)京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 

	 

閉会の辞  16:30-16:35 

	 （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	 
	 

	 

	 

「日本鍼灸の各家学説」 
	 

	 

	 

講師：安井廣迪（天津中医薬大学	 客員教授、安井医院	 院長）	 

座長：安藤文紀（（社）全日本鍼灸学会近畿支部長）	 
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日本鍼灸の各家学説 

安井廣迪
ひろみち

	 

天津中医薬大学	 客員教授、安井医院 院長	 
 

学説成立以前の日本の鍼灸  

	 日本に鍼灸が導入されたのは 6 世紀にさかのぼる。8 世紀には唐の医療制度に倣って医疾令が制
定され、中に鍼灸関係の医療や教育が盛り込まれ、984 年に鍼博士・丹波康頼によって『医心方』
が書かれた。この本には鍼灸諸法に関する記載が見られる。しかし、鎌倉時代を経て、室町時代中

期まで鍼灸はほとんど注目されることなく経過する。したがって、流派も独自の学説も存在しなか

った。 

室町時代後期から江戸時代初期にかけての百花繚乱の時代  

15 世紀より日明貿易が盛んになり、16 世紀中期になると民間の船の往来もあって、中国の鍼灸
術が日本に入るようになった。この頃から鍼灸流派が乱立し始め、百花繚乱の趣きを呈し始める。

雲海士流、吉田流、匹地流、扁鵲心流、入江流、徳本多賀流、夢分流、御園流などが有名である。 
雲海士流の書物の中に長生庵了味の手になる『鍼法蔵心巻』があり、この書は『勿聴子俗解難経』

の影響を強く受け、その記述には井滎兪經合を用いて経脈の虚実を補写する経絡治療の原型が見ら

れる。 
また、腹部を治療の場と考える多賀流、夢分流（代表的書物は『鍼道秘訣集』）などの流派があり、

それらの中から御園意斎（1557-1616）が出て御園流打鍼術として一大流派となった。御園流は江
戸時代を通じて日本の代表的鍼術として、海外にも知られた。この流派は、腹部に臓腑を配当し、

体のどこに病があっても配当された臓腑の状況をみながら腹部に治療するのが特徴であった。 

正統鍼灸学の確立  

一方、室町時代末期から江戸時代初期にかけて、『鍼灸資生経』『十四経発揮』『鍼灸大全』など多

くの鍼灸書のほか、『黄帝内経素問霊枢註証発微』や『類経』などの医経類が将来されており、これ

らの研究を行う人たちによって中国の体系的な鍼灸も導入されていった。経絡に関しては饗庭東庵

の『経脈発揮』（1660頃）、夏井透玄による『経脈図説』（1668自序）が、鍼灸全書として山本玄通
の『鍼灸枢要』（1669自序）が書かれている。 

簡易化に向かう鍼灸  

しかしながら、鍼灸は学問的な要素のほかに手技的な要素を多く含み、何よりも治療手段として

重視されていたため、江戸時代初期から、簡便で日本人に受け入れやすい実用的な鍼灸が普及して

いく。 
杉山和一（1610-1694）は入江流の鍼灸術を受け、独自の方法を開発して普及せしめた。それら

は杉山流三部書（『選鍼三要集』『医学節要集』『療治の大概』）や島村和田一の『杉山真伝流』に詳

しい。杉山流は管鍼を使用し、補瀉迎随などの手技や、一般に分かりやすい疾病治療各論が特徴で

あるが、島村の著述は高度な内容を伝えていることが最近判明した。 
江戸時代中期には、簡易な鍼灸書が普及した。岩田利斎の『鍼灸用法』、岡本一抱の『鍼灸抜萃大

成』、本郷正豊の『鍼灸重宝記』が有名である。いずれも、簡単な総論の後、簡便な治療法（症候に

対応した治療穴を述べるだけ）を記述したもので、実用に便ではあったが、高度な理論を駆使した

治療法を述べたものではなかった。 
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灸法の時代的変遷  

灸は、曲直瀬玄朔（1549-1631）が『日用灸法』を著した頃から、家庭でできる治療法として普
及した。17世紀後半に後藤艮山（1659-1733）が出現して灸の普及に力を注いだ。艮山の灸法は小
さな艾柱を多壮（数十から数百壮）すえるのが特徴で、彼の「一気留滞説」に基づくものであった。

この方法は彼の弟子たちに受け継がれた。灸は、江戸時代後期に更に普及し、寺社でも独特の灸法

が行われた。和気惟享（1756-1826）は、民間に伝承されていた優秀な灸法を集めて『名家灸選』
を著した。この書は好評で、続編が次々出された。いずれも理論的なものではなく、経験に基づい

た簡便な灸法を述べたものである。 

刺絡の受容と発展  

18世紀中期になると、刺絡術が盛んに行われるようになった。中国の郭右陶が痧病の治療につい
て書いた『痧脹玉衡』と、オランダから入ってくる西洋刺絡術の影響によって起こった現象である

が、その優れた効果に刮目した人々は競ってこの治療法を試み、成果を書き残した。垣本鍼源の『熙

載録』、荻野元凱の『刺絡編』、三輪東朔の『刺絡聞見録』などがよく知られている。特に三輪東朔

は吉益東洞（1702-1773）の影響を受け、万病は「一瘀濁の血」によって生じ、それを刺絡によっ
て去れば真血が生じて病気は治ると説いた。 
なお、刺絡家ではないが、菅沼周桂（1706-1764）も治療に刺絡を取り入れ、鍼灸治療書『鍼灸

則』を書いた。吉益東洞の精神を受け継ぎ、旧説を廃し、補瀉を言わず、經絡を無視し、70穴のみ
で治療は出来るとしたところが、それまでの鍼灸家と大きく異なっていた。 

考証学派の登場  

寛政の改革のさなか、多紀元孝が設立した躋寿館が官立に移行し、「医学館」として公の組織にな

ると、多紀元簡（1754-1810）に代表される考証学派の人々が活躍するようになる。鍼灸学にもそ
の影響が現れ、『素問』『霊枢』などの医経類の研究がさかんになると同時に、經絡経穴学もより精

密に研究されるようになった。小阪元祐の『経穴纂要』、原南陽の『経穴彙解』などの仕事がある。 

幕末の漢洋折衷派・石坂宗哲  

幕末になると、オランダ医学が隆盛になり、それまでの中国伝統医学はその存在意義を問われる

ようになった。この中にあって、石坂宗哲（1770-1841）はオランダ医学の内景説はすでに中国医
学に古代から備わっているものであるとし、その考え方で鍼灸を説明した。シーボルトが受容した

のも石坂の考えである。 

鍼灸復興期の学説  

1868年に成立した明治新政府は、その翌年にドイツ医学の採用を決定し、従来の漢方医学はその
正統性を失った。鍼灸に関してはその特殊性を考慮され、鍼灸師制度の下に存続することになった。 
一旦、学問的には沈滞した趣きのあった鍼灸界は、1920年代から復興の兆しを見せ始める。この

頃活躍した人に、沢田健があり、彼は灸を主体とした太極療法を行った。やや遅れて柳谷素霊とそ

のグループが經絡治療を立ち上げ、その後の一流派を築いた。一方、1940年代に京都大学生理学教
室教授であった石川日出鶴丸は、自律神経の研究から鍼灸の作用を説明しようとし、そこから駒井

一雄は經絡経穴の研究を行い、石川の後継教授であった笹川久吾のもとで研究を行った中谷義雄は

良導絡を開発した。また、沢田健に学んだ代田文誌は、ある時期から旧来の説を捨て、金沢大学病

理学教授の石川太刀雄のもとで皮電点の研究をおこない、さまざまな疾病に特有の反応点を見出し

て治療に応用した。 
	 1980年代になると中医学の研究が盛んになり、大陸の鍼灸が日本に導入された。鍼灸の学説は、
従来からのさまざまなものに新たな学説が加えられて混沌とした状況にある。 
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01 小児はり問診票による効果検討 3 
○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 3回小児はり学会にて小児はり問診票を提案した。今回これを用いて、小児は

りの効果を検討し、有意差がみられたので報告する。 

【方法】H21 年 7 月～H23 年 8 月までに当院に来院した小児患者 55 名(男児 20 名、女児 35 名)

を対象とした。初診時と 5 診目施術前に小児はり問診票を用いて調査を実施した。問診

票は 24 項目の質問より構成されている。今回は主訴上位 2 項目「睡眠」「ｶﾝﾑｼ」に限定

した。症状に対する評価方法は①大項目「睡眠」「ｶﾝﾑｼ」に関しては、保護者の『気にな

る程度』0～4の 5段階と②小項目「夜泣き」「寝付き」「途中覚醒」「ｷｰｷｰ声」「怒る・ｲﾗ

ｲﾗ」に関しては『症状の程度』NRS を用いて 0～10 の 11 段階で評価した。いずれも数

値が大きい程症状が強い。分析方法は、統計学ｿﾌﾄ SPSSを用いてﾉﾝﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ分析を実施

した。多重比較としてｳｨﾙｺｸｽﾝの符号付順位和検定(以下M検)を実施し、有意確率は 5％

とした。また施術効果に対する満足度を調査した。治療は鍉鍼、大師流小児はり、線香

灸か 8分灸を用いた。治療頻度は 1～2週に 1回とした。 

【結果】大項目の『気になる程度』を平均値にして比較すると「睡眠」2.6→1.5、「ｶﾝﾑｼ」2.8→1.3、

いずれも M 検 P<0.05 であり、有意差がある。小項目の『症状の程度』を平均値にて比

較すると、「夜泣き」5.9→3.8、「寝付き」4.8→3.5、「途中覚醒」5.6→3.9、「ｷｰｷｰ声」6.1

→3.1、「怒る・ｲﾗｲﾗ」5.7→3.4であった。「寝付き」以外の全ての項目におけるM検の値

は P<0.05で、有意差がある。施術効果に対する満足度は、70点以上が「全体」91％、「睡

眠」85％、「ｶﾝﾑｼ」85.6％であった。 

【考察・結語】小児はりの施術により症状が有意に改善した。また 4 回の施術に対する満足度も

高いと言える。「寝付き」の有意差がなかった理由として、初回から 5回までの治療間隔

が長かったことが挙げられる。今回の結果は小児はりの普及にも有効なﾃﾞｰﾀと考えてい

る。ただ一鍼灸院の効果としてだけでなく、小児はり学会としてﾃﾞｰﾀを蓄積し、保護者

や医療業界にｱﾋﾟｰﾙする必要性を感じている。今後は、アレルギー等他の項目も検討し、

小児はりの効果をより具体的にｱﾋﾟｰﾙできるように日々臨床に励んでいきたい。	 

	 

キーワード：小児はり、小児問診票、統計学、大師流小児はり 
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02 鍼灸治療による季節性アレルギー症状の改善 
○松田絵美 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	 

	 

【緒言】昨年我々は、第 30 回近畿支部学術集会にて、アレルギー性鼻炎患者 29 名を長期治療患

者と短期治療患者に分類し、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、前報告の課題であった統計的な有意差を検討した。その結果、有意差が見ら

れたので報告する。 

【症例】対象：前回と同様、H21年と H22年に当院の治療を受けた 29名(女性 20名、男性 9名、

平均年齢 37.4歳、標準偏差 11.7)である。	 調査項目：①JRQLQを用いて、各年度の症

状が最も激しい時期を比較検討した。②H23年に治療を受けた患者 24名に対して、1回

の治療効果を測る問診を 3回実施した。	 評価方法：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。	 分析方法：分析には、平均値、標準偏差、および

統計ソフト SPSS（Ver.19）を用いてWilcoxonの順位符号検定で算出された値を用いた。

有意水準は p<0.05とした。 

【結果】①H21 年と H22 年を比較すると、7項目中「くしゃみ」以外の 6項目（鼻汁、鼻閉、日

常生活の支障度、鼻の痒み、目の痒み、涙目）において、有意差が見られた。「くしゃみ」

は、有意差は見られないが、平均値においては改善傾向にある。②1回の治療効果におい

ては、7 項目中「鼻の痒み」「涙目」以外の 5 項目（くしゃみ、鼻汁、鼻閉、日常生活の

支障度、目の痒み）に有意差が見られた。有意差が出た 5項目は、いずれも症状を訴えた

患者（スコアを 1以上とした患者）が 24人中 15人前後いたのに対して、有意差が出なか

った 2項目は「鼻の痒み」が 9人、「涙目」が 6人と、10人以下であった。 

【考察・結語】今回の調査で、鍼灸治療が季節性アレルギー症状の治療に有効であることが示唆

された。特に、「鼻汁」「鼻閉」「目の痒み」「日常生活の支障度」は、もっとも良く改善す

る項目だと推察される。また、今回有意差が出なかった項目の理由として、対象人数が

10 人以下と少なかったことが考えられるかもしれない。次回はもう少し対象人数を増や

して再検討したい。 
	 

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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03 弁証別美顔鍼灸の効果 －中医弁証論治 第三報― 

○中村真理 1,2,3）、松田絵美 1,2）	 

1)関西東洋医学臨床研究所、2)森ノ宮医療学園専門学校、3)まり鍼灸院	 

	 

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

美顔鍼灸の効果として対象人数が 63 名確保できた。また、美顔問診票の数値の変化に対

して、統計学的処理を施した所、有意に改善が見られたので報告する。 

【方法】対象：当院にて H19 年 8 月～H23 年 4 月に、全身治療に加えて美顔治療を受けた患者

63名（平均年齢 41.2歳±4.2歳）調査内容：時期は施術前、施術 10回後（以下施術後）

に実施した。	 項目：①悩み別総合評価	 ②症状別部位別悩み度	 ③随伴症状	 ④お顔の

状態をフェイススケールにて評価である。	 評価方法：0～4の 5段階	 数値が大きくな

るほど悩み度が高い。	 治療：弁証タイプ別全身治療に、症状に合わせた局所治療を組み

合わせた。顔面部には、本人が気持ち良いと感じる程度で低周波を施した。治療頻度は 1

～2週に 1回以上とした。	 分析：解析は各測定について多重比較検定を wilcoxonの符

号付和検定を実施した。なお、解析ソフトは SPSS（Ver.15forwindows,SPSSInc）を使

用し、有意確率は 5％とした。 

【結果】美顔問診票による調査結果から①悩み度総合評価の平均値は、しわ 2.7→1.7	 たるみ 3.1

→1.9	 毛穴のひらき 2.8→1.9	 いずれも有意確率は有意に減少した。③随伴症状の平均

値は肩こり 2.9→1.7	 腰痛 2.4→1.5	 冷え性 2.6→1.6	 眼精疲労 2.7→2.1	 いずれも有意

確率は 5％未満であった。お顔の状態のフェイススケールは 2.9→1.6、有意確率は 5％未

満であった。 

【考察】今回、美顔治療鍼灸の効果として、サンプル数を 63名に増やし、統計学的に処理した結

果、しわ・たるみ・毛穴のひらきに対する効果に有意に改善が見られた。また、随伴症状

についても上位 4項目肩こり・腰痛・冷え性・眼精疲労については有意に改善が見られた。

治療効果をフェイススケールで表しても有意に改善が見られた。美顔鍼灸は治療効果をそ

の場で実感できるカテゴリーである。また治療回数を重ねる毎に、顔や随伴症状の改善を

体感していただけることが示唆された。 

【結語】美顔鍼灸はお顔の主症状や肩こり等の随伴症状を改善して、患者の生活の質の向上に貢献

できると考える。新規ユーザーが鍼灸業界に定着する為には有効なカテゴリーであると考

える。 
	 

キーワード：美顔鍼灸、中医弁証、有意確率 

 



 17 

04 中医基礎理論教材、特に肝の生理機能の文献記載における考察 
奈良上眞	 

大阪医療技術学園専門学校	 

	  

【はじめに】現在、日本の鍼灸養成機関における東洋医学概論の教育に、中国の高等教育機関での

中医基礎理論や中医診断学の教育内容の影響を受けているが、教材に使用する中国の文献

を検討することが少ない。そこで、今回、中国の高等教育機関で 1984年以降に使用され

ている『中医基礎理論』、特に肝の生理機能の文献記載に着目し、その検討を行った。 

【方法】中国の高等教育機関で使用される教材の改訂には、編集構成上、統一のある構成内容であ

ると考えられていたが、過去 2年間に全日本鍼灸学会で発表した肺および腎の生理機能の

表記には、第 5版と第 6版の相違性があった。そこで、今回は肝について調査した。 

【結果】第 5版の項目表記は、「肝的主要生理功能､(1) 主疏泄、(2) 主藏血」であり、第 6版の項

目表記は、「(一) 肝的主要生理功能、1．肝藏血、2．肝主疏泄、(1)対気機的影響、(2)対脾

胃運化功能的功能、(3)対情志的影響、(4)対胆的影響、(5)対男子排精，女子月経的影響」

の表記であった。大項目，中項目の表記方法は類似していたが、第 6版の小項目は、第 5

版の「主疏泄」項目の解説文に含有されていた。 

	 肝的生理機能の解説について比較検討した結果、第 5版は「肝藏魂」の解説があったが、

第 6版にはなかった。また、第 6版には「男子排精、女子月経」の解説があったが、第 5

版には解説文での名称紹介に止まっていた。 

【考察・結語】今回、「肝の生理機能」の記載について通称第 5版、第 6版を対象に比較した結果、

項目構成に相違があり、解説記載も共通性は高かったが一部記載の相違性があった。その

相違性の記載内容から第 5版から第 6版への教材改変は連続性のある編集ではなく、単独

性のある教材編集と考えられる。 

	 現在、日本における鍼灸養成機関での東洋医学概論の教育では、中国で理論体系化した

中医基礎理論や中医診断学の教育内容の影響が強い。中国での高等教育機関で使用されて

いる教材の研究を深めることにより、日本の鍼灸養成機関で使用される『東洋医学概論』

の教材内容の改変を推し進めていきたい。 
	 

キーワード：肝の生理機能、藏象、中医基礎理論 
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05 男子高校生の健康観に対する五臓スコア(FVS)評価の有効性 
戸村多郎	 

関西医療学園専門学校	 

 

【目的】男子高校生の自覚的健康を東洋医学的五臓を評価する五臓スコア(The Five Viscera Score: 

FVS)で評価判別できるのか、健康とストレスを指標に有効性を検討した。 

【方法】対象は大阪のある高校のスポーツコースに在籍する男子で、同意が得られた 1年 27名、

2年 32名の合計 59名である。2010年 9月中旬に質問紙調査を実施した。質問紙は健康

とストレス、FVS(5因子 20項目)等で構成され、各項目 0から 4点の Likert尺度(5件法)

で得点が低い方が良好と評価した。FVSは各臓 4項目の合計を下位尺度得点とした。 

【結果・考察】質問紙には 58 名(98.3%)の回答があり平均 16.0 歳(SD: 0.7)であった。各臓の

Cronbachαは肝: 0.77、心: 0.89、脾: 0.77、肺: 0.66、腎: 0.76、全体が 0.86で整合性が

あり、男子高校生に FVS 使用の信頼性と妥当性があった。FVS 得点は肝 7.0(3.8)、心

6.3(4.3)、脾 11.3(3.6)、肺 4.4(2.9)、腎 5.6(3.5)で脾が高値であった。下位尺度における各

項目の平均に標準偏差を差し引きして偏りが強い項目の含有率をみると、床効果で心

25.0%、肺 50.0%、腎 25.0%、天井効果で脾 75.0%で脾で有症に偏っていることが評価で

きた。対象は常に運動しているため疲労が蓄積し、活力に影響していた。また質問項目「健

康である」「ストレスを感じる」において、中央値で健康(30 名)と非健康(28 名)、ストレ

ス有り (20 名 )となし (38 名 )に分け、それぞれ FVS を比較し判別的妥当性をみた

(Mann-Whitney U-test)。健康では心(p=0.010)、脾(p=0.003)、腎(p=0.019)で「非健康」

が有意に高値で、ストレスでは肝(p=0.001)、心(p<0.001)、脾(p=0.005)、肺(p=0.002)、

腎(p=0.003)の全てに「ストレス有り」が有意に高値と判別できた。男子高校生では健康

よりストレスで判別が鋭敏で、特に心の差が大であった。FVSの結果からストレスを有す

る者に対して東洋医学的には心を、項目内容的には精神的支援が必要であると評価できた。 

【結語】東洋医学的五臓を評価する五臓スコアは、男子高校生の健康観を評価、判別することが可

能で信頼性と妥当性を有していた。 
 

キーワード：五臓スコア(The Five Viscera Score: FVS)、男子高校生、健康、ストレス、 

信頼性と妥当性 
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06 鍼灸における補完代替医療効果の検討（第 11 報）  
―下肢浮腫に対する鍼灸治療の一症例―	 

	 

花谷貴美子	 

花谷整骨鍼灸院	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

【目的】薬物療法で改善を認めない下肢浮腫の患者に対して鍼灸療法を行い、良好な結果が得られ

た症例を報告する。 

【症例】82 才、男性。主訴：下肢浮腫。現病歴：X 年１１月頃下肢の浮腫が始まり、複数の医療

機関で精密検査を受けたが原因不明。約３カ月間の多剤薬物投用で症状の改善を認めない

ため、翌年１月７日鍼灸治療を希望。体検的所見：体重６６.2ｋｇ、下腿、足背に対称性

浮腫、圧痕テスト陽性、国際リンパ学会分類 Stage１。四診法では全身倦怠感、下肢の冷

え、一日排尿回数は 16 回、精神的な緊張を訴え、少腹脹満、淡舌、無苔、脈緩細、５０

分間の治療中にトイレへ２回行き、一回排尿量は約 90cc 前後、命門火衰と肝郁気滞によ

る膀胱の気化不利と弁証した。治療の原則は補腎温陽と疏肝理気を図り、脾兪、腎兪、膀

胱兪、合谷、太衝、足三里、水分を主穴とし、お灸は関元に加えた。治療頻度は週に３回

行った。評価：毎回治療前後に左・右下腿最大周径部(脛骨粗面下１0ｃｍ)測定、毎朝体重

の測定、毎排泄量の経時変化、倦怠感はＶＡＳにて評価した。 

【経過】鍼灸治療は 52 日間に計２２回行った。初診時→最終診時の下肢最大周径は左：43.1→

39.6(3.5 ㎝差)、右：41.7→38.5(3.2 ㎝差)へ減少し、下肢浮腫はほぼ消失した。最終治療

時の体重は初診時より 5.8ｋｇ減少した。第５回治療日から一日排尿回数は約９回に減少

し、1回排尿量は 280cc～320cc位に増加した。倦怠感の VASは初診日 92㎜であったが、

22診目には 15㎜程度まで軽減した。精神的緊張感も和らぎ、ＡＤＬも改善されたと認め

た。 

【考察】下肢浮腫の原因は全身性と局所性に大別される。本症例の血液検査は大きな異常が現れな

いが、東洋医学的視点から加齢による腎虚症と膀胱の気化機能低下、水分代謝の乱れと考

えられた。また精神的な緊張による二次性水分代謝の障害が増悪因子になりうると推察さ

れた。鍼灸治療は自律神経のバランスを整え、膀胱の気化機能と腎機能を高め、利尿作用

を促し、下肢浮腫の改善効果を発揮したと考えられた。 

【結語】今回、下肢浮腫の症例に対して、鍼灸療法を用いて改善し、ＡＤＬの向上もみられ、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：下肢浮腫	 四診法	 鍼灸	 補完代替医療	 ＡＤＬ向上	 
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07 自傷行為を繰り返す特養入所者に対する鍼治療の一例 
○里見明子、志連英明、高橋則人、江川雅人	 

明治国際医療大学	 加齢鍼灸学教室	 

	 

【目的】自傷行為を繰り返す特養に入所中の高齢者に対して、自傷行為などの軽減を目的に鍼治療

を行った。 

【症例】82歳女性。疾患名：認知症、多発性脳梗塞、症候性てんかん、右視床出血。現病歴：X-7

年に特別養護老人ホーム「はぎの里」に入所し、X-2年から身体機能維持を目的に鍼治療、

手浴、ボール運動、唱歌を行っていた。X-1年から認知症が進行し、自分の頭や腹を叩く、

自分の首を絞める、自らを「ほうけばばあ」と口にするといった自傷行為が増え、さらに

は介助時に興奮し職員や施術者を叩くこともあり、鍼治療は休止した。X 年 5月 11日、

自傷行為などの軽減を目的に鍼治療を再開した。現症：要介護度 5。寝たきり状態。食事・

排泄・入浴・更衣は全介助。会話不能。自傷行為の原因としては、認知症の進行と施設入

所前に義弟から虐待を受けていたことが考えられた。 

【鍼治療】鍼治療前には、触れ合いを通して安心感を与えることを目的とし手浴を行った。鍼治療

は、接触鍼による軽刺激を行った。治則は寧心安神として、両側の百会、内関、合谷、足

三里、三陰交、太渓を配穴し、軽く叩打する刺激を行った。また、頚肩部、前腕、下腿前

面部に擦過刺激を行った。鍼治療は週に 2回行った。評価法：鍼治療に要する 30分間(自

室から治療室までの移動 5分、手浴 5分、鍼治療 15分、治療室から自室までの移動 5分)

に、問題となる行為(自傷行為、他者への暴力、寄声など)が何回生じるかをカウンターを

用いて計測した。評価は鍼治療 5回毎に記録した。 

【結果】鍼治療期間 73 日間に計 20 回の鍼治療を行った。鍼治療初回時は、終止自傷行為が認め

られ、表情は険しく興奮状態であった。しかし、鍼治療を重ねるごとに徐々に表情が穏や

かになり、落ち着きを見せるようになった。目がしっかりと開き、視線が合うようになっ

た。こちらの話に頷く事も認められるようになった。自傷行為などの回数は、34 回(1 診

目)→22回(5診目)→20回(10診目)→7回(15診目)→9回(20診目)と減少がみられた。 

【考察と結語】施設入所高齢者の自傷行為は、入所者の QOLの低下と介護のさまたげとなる。今

回の報告では、鍼治療が自傷行為などの軽減につながり、高齢者入所施設における鍼灸治

療の位置づけの 1つになると考えられた。	 

キーワード：特別養護老人ホーム、鍼治療、自傷行為、認知症 
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08 内科入院中の全身倦怠感による QOL 低下に対する鍼治療の 1 症例 
○北林亜由美 1)、鈴木雅雄 1)、山内清敬 1)、長村智子 2)、竹田太郎 1)、	 

	 福田文彦 1)、石崎直人 1)、山村義治 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】全身倦怠感とは、様々な疾病の随伴症状として認められ、患者の QOLや ADLを低

下させる。今回、肺炎を契機に心不全の急性増悪をきたし、薬物治療により肺炎及び心不

全は改善したが全身倦怠感が残存した患者に対して鍼治療を行い、良好な結果が得られた

ので報告する。 

【症例】85 歳、男性。鍼治療主訴：全身倦怠感。現病歴：X-1 年より心不全等で近医にて加療中

であった。X年 5月 24日に発熱及び咳嗽、呼吸困難を自覚し自宅で様子を見ていたが徐々

に悪化したため、本学附属病院を受診し肺炎及び心不全の急性増悪と診断され入院加療と

なった。入院後、薬物療法により肺炎、心不全は改善したが全身倦怠感が顕著に残存し、

活動量の減少から入院中の QOLが低下したため、5月 30日より主治医の指示により鍼治

療の併用を開始した。所見：胸部レントゲン(入院時)では、左下肺野の浸潤陰影と心胸郭

比 79%と心拡大を認めた。血液検査(鍼療開始時)：白血球 :13350/μl、C 反応性蛋

白:2.9mg/dl、脳性 Na 利尿ペプチド:288.9pg/ml。鍼治療：弁証論治に基づき、気陰両虚

証、心気虚証、肝気鬱結証と弁証し、土日を除き連日鍼治療を行った。評価：全身倦怠感

の強さを 5段階の Face Scale(以下 FS)を用いて治療前後に聴取し、さらに入院中の QOL

を SF-8にて評価した。 

【経過】鍼治療開始時(入院 6病日目)では強い全身倦怠感(FS4)を認めていたが、5診目(入院 10病

日目)では中程度の全身倦怠感(FS2)まで改善が認められ、7診目(入院 14病日目)頃より活

動に対して意欲的になり、自らシャワーやトイレまでの移動が行えるようになった。10

診目(入院 17病日目)では、全身倦怠感は消失(SF0)し、肺炎及び心不全の経過が良好であ

ったため入院 18 病日目に退院となった。一方、SF-8 では、1 診目と比較して 10 診目で

は QOLの向上が認められ、特に活力、心の健康の項目に改善がみられた。 

【考察・結語】本症例の全身倦怠感は肺炎及び心不全由来と考えられるが、肺炎及び心不全の改

善が認められたにも関わらず、著明な全身倦怠感が残存しており、離床に至らず患者の

QOL が低下したため、鍼治療の併用を開始した。その結果、全身倦怠感の改善が認めら

れた事で、離床が進み、さらに QOLの向上が得られた。本症例の全身倦怠感に鍼治療が

有効であったと考えられた。	 

キーワード：肺炎、心不全、鍼治療、全身倦怠感、QOL 
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09 てんかん発作に対する鍼灸治療－成人期に発症した一症例－ 
○田崎紗世 1) 、 関	 真亮 2) 

1)明治国際医療大学 加齢鍼灸学教室 臨床専攻 修士課程２年	   
2)明治国際医療大学 伝統鍼灸学教室 

 

【はじめに】過去に鍼治療によるてんかん発作への報告は少なく、その有用性は不明である。そこ

で今回は成人の難治性てんかんで欠神、脱力発作のある患者について行ったところ有効性

が認められたので報告する。 

【症例】35歳、女性〔初診日〕X年 7月 31日〔主訴〕てんかん発作（欠神、脱力）〔現病歴〕X-12

年：突然意識が消失する発作が起こったため、A医大附属病院にて検査の結果、特有の脳

波が確認されなかったが特発性てんかんと診断された。小児期のてんかん、頭部外傷の既

往はなかった。その後、服薬治療(デパケン・テグレトール)により 2～3 ヶ月に 1 度の発

作があるものの、洗濯を自分でするなどの日常生活は可能であった。X-5年：B病院を受

診。てんかんではないと診断された。デパケン、テグレトールを中止し、パキシル、コン

スタンに処方を変更された。その結果、１ヶ月に 14回～15回と発作が増え、立位にも介

助が必要となった。X-2年：C病院に入院。てんかん特有の脳波が確認され、服薬はデパ

ケン、テグレトールに戻されたが症状は徐々に悪化し、ほぼ毎日発作が起きるようになっ

た。来院時はトピナ、デパケンにより月に発作は７回程度になっていた。今回知人の勧め

もあり本学附属鍼灸センターを受診した。 

【治療】痰迷心竅と弁証し化痰開竅を目的に僕参、間使、百会、神門、脳空、率谷、絶骨、神庭、

瘈脈、少衝に置鍼（ステンレス製	 0.12×30mm）と至陰～僕参にかけて棒灸を行い、1

ヶ月に 1～2回の頻度で X＋1年 5月までの計 1１回行った。 

【評価】月ごとの発作の回数で評価した。 

【結果】鍼灸治療前は月に 7回の発作であったのに対し、鍼灸治療後は 3回になり、その後も継続

して発作の減少がみられた。また発作の性状にも徐々に改善が見られ、脱力発作や欠神が

なくなり、足の痙攣発作となった。 

【考察・結語】鍼が脳の神経細胞の過度の放電を抑制したことと鍼が服薬の効果を高めると可能

性が示唆された。難治性てんかん患者に鍼治療を加えることで発作の回数、発作状態が改

善され、歩行時の介助が不要になるなど日常生活動作の向上を認めた。今後更な症例の集

積が必要と考えられた。 
	 

キーワード：てんかん発作、成人期、抗てんかん薬、発作回数、鍼灸治療 
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10 変形性膝関節症の手術を拒否した１症例に対する鍼灸治療 
○古田大河 1)、鈴木雅雄 2)、石崎直人 2)	 

1)明治国際医療大学	 臨床鍼灸学教室	 臨床鍼灸学専攻	 

2)明治国際医療大学	 臨床鍼灸学教室	 

	 

【目的】変形性膝関節症に対する手術を拒否した患者の膝痛に対して鍼灸治療を行い良好な結果を

得たので報告する。 

【症例】70歳、女性。主訴：右膝内側部痛。現病歴：X‐６年から右膝の痛みを自覚し始め、疼痛

が徐々に悪化したため X‐４年にＡ整形外科を受診し、変形性膝関節症と診断された。X

年 3 月に本学附属病院整形外科を受診した際に変形性膝関節症が進行しているといわれ、

年齢から考えて手術（TKA）を勧められたが本人が手術を拒否しため内服治療と理学療法

の加療を受けたが症状の改善に至らないため友人の勧めで本学附属鍼灸センターへ受診

となった。現症：右膝内側関節裂隙部及び右膝窩部に痛みを自覚しており、同部位は動作

開始時、屈伸動作時に増悪した。（膝）ROM：屈曲/伸展（右：110°/‐35°左：130°/

‐5°）FTA（右：195°左：190°）を示した。熱感は認めず、顕著な炎症所見は得られ

えなかった。 

【治療】右膝痛に対しては筋緊張緩和、鎮痛を目的として局所治療を行い、全身調整として活血化

瘀、化湿、滋陰肝腎を目的に弁証治療を行なった。治療頻度は１～２週に１回とした。 

【評価】①右膝の疼痛に対して Visual Analogue Scale（VAS）を２週に１回記録した。②過去 2

週間の右膝の疼痛と機能に対してWOMACを初診時と 20診目に記録した。 

【経過】右膝痛の経過は、毎回の鍼灸治療直後から３日目までは疼痛軽減により運動性の向上が認

められた。右膝痛に対する VASは初診時 88mmから 10診目 68mm、20診目 72mmと

やや減少傾向を示した。右膝に対するWOMACは初診時 66点から 20診目 87点と改善

を示し、特に ADLにおける歩行や動作開始に関連する項目において改善が認められた。 

【考察・結語】今回、手術を拒否した変形性膝関節症の患者に対して、内服治療及びリハビリに

併用して鎮痛を目的に鍼灸治療を行なった。その結果、WOMACにおける ADLの改善を

図ることができた。しかし、疼痛が残存している末期の変形性膝関節症の本症例に対して

は、今後手術への導入などの適切な患者教育を行なっていくことが必要と考えられた。 
	 

キーワード：鍼灸治療、変形性膝関節症、ADL、手術拒否 
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11 閉塞性動脈硬化症に対する鍼治療の１症例 
○梅村勇介、伊藤和憲、今井賢治、北小路博司 

明治国際医療大学	 臨床鍼灸学教室 
 

【目的】閉塞性動脈硬化症（ASO）は、四肢の主幹動脈における慢性的な動脈閉塞を基盤とした疾

患であり、末梢循環障害などの症状を呈する。鍼灸臨床においても遭遇する機会の多い疾

患であることから、過去にいくつかの報告がなされており、特に鍼通電治療がよく用いら

れている。そこで今回、Fontaine分類Ⅱ度の ASOと診断された１症例に対し、鍼通電療

を行った結果、症状の改善が認められたので報告する。 

【症例】86歳、男性。主訴：右下肢の冷感、しびれ。 

【現病歴】X年５月頃より右下肢に冷感、しびれを自覚し本学附属病院外科を受診。検査の結果よ

り Fontaine分類Ⅱ度の ASOと診断された。当初は内服薬での治療を行っていたが、症状

に改善が認められないため、本人の希望より鍼治療開始となった。 

【現症】冷感・しびれは足関節より下（特に足背）の範囲を中心に出現していた。触診では右膝窩

動脈は微弱、右足背動脈はかすかに触れる程度であり ABPI：右 0.64、左 1.01であった。

また歩行は 97m可能なものの、20m地点で症状が出現した。なお、下肢MRAにて浅大

腿動脈は起始部より描出不良なものも、膝窩動脈以降の描出は可能なことから、膝窩動脈

や足背動脈がわずかに触診できるのは深大腿動脈からの供血であると考えられた。 

【治療】治療は週に 1 回の治療とした。治療部位は下肢血流改善を目的に前脛骨筋へ鍼通電（40

㎜、18号）を 1㎐で 20分間行った。 

【評価】主観的な冷感、しびれの変化を Visual Analogue Scale（VAS）にて各治療前に、間欠性

跛行を 1、5診目前にそれぞれ評価した。 

【結果】治療当初、冷感の VASは 97㎜、しびれの VASは 95㎜と症状は強く、歩行では 20m付

近から症状が出現し、97mmで歩行困難となった。このような症状に対して治療を行った

ところ、治療 5診目には冷感の VASは 26㎜、しびれの VASは 25㎜にまで軽減した。一

方、歩行可能な距離に延長は認められなかったが、初診時では 20m で出現した症状が 5

診目では 50mまで延長した。 

【考察と結語】今回、Fontaine 分類Ⅱ度の ASO の患者に対し、前脛骨筋への鍼通電療法を行っ

たところ、下肢症状である冷感やしびれの改善が認められた。また、歩行では症状の出現

までの距離に延長が認められた。このことから、ASO に対して鍼通電療は有効な治療手

段であると考えられた。 

キーワード：ASO、鍼通電 
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12 腹部鍼通電が及ぼす影響 
糖負荷試験実施による一例	 

○清水正輝	 森北育宏 
大阪体育大学	 大学院 

 

【目的】糖尿病の 9割がⅡ型糖尿病であり、運動療法が治療法として用いられる場合が多い。しか

し、脳血管障害等の合併症により、運動実施が困難な場合がある。運動によって筋収縮が

発生することは一般的に知られているが、電気刺激によっても筋収縮が発生する。電気刺

激には鍼通電や低周波などがあり、興奮作用によって運動実施が困難な患者に対しても運

動療法と同じ筋収縮作用があり、患者自身の肉体的、精神的負担が小さい。そこで、筋収

縮を導く方法として、能動的な運動療法と受動的な鍼通電、低周波を比較することにより、

血糖値低下へ有効な筋収縮に導く方法の探究を目的とする。 

【方法】被験者は 28歳、男性。被験者に対して説明を行い、同意書に署名を得た。前日午後 9時

以降試験直前まで絶食とした。運動、鍼通電、低周波および対照の 4処置で各処置の間隔

は 1週間とした。実験開始より 10分間安静後、運動、鍼通電、低周波を開始した。運動

は、30秒の腹筋運動(背臥位、膝関節屈曲位)と 90秒の休息を 1セットとし、20セット行

った。通電条件は、30Hz で被験者が筋収縮を感じる程度の通電刺激を 40 分間行った。

糖負荷試験は、実験 30分より開始した。採血は、10、30、50、90、120、150分時に前

腕正中皮静脈から留置針により行った。鍼は、40mm 20号、刺入部位は関元、建里、水

道、関門、刺入方法は管鍼法で直刺とした。測定項目は血糖値、血中インスリン、乳酸と

した。血液分析は業者(ファルコ㈱)が行った。 

【結果】血糖値は、鍼通電 108 mg/dl運動 102 mg/dlで 150分時に低値を示した。インスリンは、

鍼通電 32μU /mlで 90分時に最も高値を示した。乳酸は、運動が平均 20.1mg/dlと最も

高値を示した 

【考察と結語】運動は乳酸が大きく上昇しており、筋収縮が最も大きかったと考えられる。また、

筋収縮によるグリコーゲンの使用により、血糖値の低下が早かったと考えられる。鍼通電

は血中インスリン値が高く、インスリン分泌の促進により血糖値の低下が早かったと考え

られる。また、鍼通電は、低周波と比較すると鍼が筋に刺入されているため、筋収縮が大

きかったと考えられる。筋収縮を感じる強度には個人差があると考えられ、高強度で行え

なかった可能性がある。今後は被験者を増やして精査検討していきたい。 

【考察と結語】腹部鍼通電や運動は、血糖値の低下を促進させる可能性がある。 

キーワード：鍼通電、筋収縮、血糖値、インスリン、乳酸	 
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13 慢性閉塞性肺疾患（COPD）に対する鍼治療の検討 
○鈴木雅雄 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	 

	 

【緒言】COPDにおける労作時呼吸困難（DOE）は臨床的に重要な症状であり、COPDを管理し

ていく上で DOE を改善させる事は最も重要なことであると報告されている。しかし、

COPDの重症度が上がるに連れ DOEを改善させることは非常に困難である。今回、重症

期 COPD患者に対して鍼治療を行い DOEの改善が得られ、さらに QOLの向上が認めら

れた症例を報告する。 

【症例】79歳、男性。主訴：労作時呼吸困難。既往歴：28歳	 肺結核により右上葉切除術。現病

歴：X-15年より本学附属病院内科にて COPDと診断された。以後、増悪と寛解を繰り返

しながら徐々に病状の進行を認め、X年 5月下旬に急性気管支炎を併発し同年 5月 25日

より入院加療となった。入院後、薬物治療により気管支炎は改善を認めたため 6月 3日に

退院となった。しかし、退院後より労作時呼吸困難の悪化を認め、入浴や食事、更衣動作

などの日常生活動作（ADL）が困難となった。そのため、定期受診の際に主治医に相談し

たところ、鍼灸治療を進められ同年 6月 17日に本学附属鍼灸センターを紹介受診した。

所見：GOLD分類：III（重症期）。DOEは更衣動作や入浴、食事などで認められた（MRC：

4）。呼吸機能検査：%VC 69%、FEV1% 46.7%、%FEV1 38%を示し、混合性換気障害を

認めた。 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 1 回の

鍼治療を実施した。評価：DOEの評価には 6分間歩行試験（6MWT）後の Borg scale（12

段 階 の 息 切 れ ス ケ ー ル ） を 用 い た 。 QOL は St George's Respiratory 

Questionnaire(SGRQ)にて評価を行った。 

【経過】鍼治療開始より漸減的に DOEの改善が認められ、5診目では「鍼治療の後は呼吸が楽に

なり、朝、散歩に行けるようになった」との意見が聴取されるようになった。さらに 10

診目では「一気に着替えが出来るようになったし、息切れもしない」など ADL の改善が

認められた。6MWTでは BSは初診時 9を示していたが、10診目では BSが 7まで改善

を認め、SGRQも同様に改善が認められた。 

【結語】今回、DOEを顕著に訴える重症期 COPD患者に対して鍼治療を実施し DOEおよび QOL

改善が認められた。しかし、短期的な効果のため今後は長期的な効果を検討する必要があ

ると考えられた。 
	 

キーワード：慢性閉塞性肺疾患（COPD）、鍼治療、労作時呼吸困難、QOL 
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14 八邪への経穴刺激理学療法前後における脊髄神経機能の変化 
○鈴木俊明 1)、鬼形周恵子１)、文野住文 2)、谷	 万喜子 1)	  

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 
 

【目的】経穴刺激理学療法は、経穴への圧刺激を理学療法に応用した新しい理学療法の手法である。

具体的には、治療者の指で経穴に圧刺激を加えることによって、治療目標とする筋の緊張

を変化させる。本研究では八邪を用いた。一般的に八邪は手の冷えや痺れに有効であるが、

我々は上肢ジストニア患者の手指巧緻性の改善に八邪を用いて効果を認めたと報告した。

そこで、この効果の神経生理学的機序を解明するため、健常者を対象に、八邪への経穴刺

激理学療法における母指球筋に対する脊髄神経機能の変化について F 波を用いて検討し

た。 

【方法】対象は、本研究に同意を得た健常者 15 名（男性 9 名、女性 6 名）、平均年齢 26.13 歳で

ある。検査側および経穴刺激理学療法の刺激側は、左側とした。まず、安静背臥位で正中

神経刺激の母指球筋 F波を測定した（安静試行）。次に、八邪のうち第 1・2指間への経穴

刺激理学療法施行中に母指球筋 F 波を測定した（経穴刺激理学療法試行）。圧刺激の強度

は痛みを感じない程度とし、刺激時間は 1分間とした。経穴刺激理学療法の終了直後（終

了直後試行）、終了 5分後（終了 5分後試行）、終了 10分後（終了 10分後試行）、終了 15

分後（終了 15分後試行）にも F波を計測した。記録された F波から脊髄神経機能の興奮

性の指標であるとされる出現頻度、振幅 F/M 比を計測した。統計学的検討は、Wilcoxon

の符号付き順位検定を用いた。 

【結果】出現頻度は、安静試行と比較して、経穴刺激理学療法試行には有意な変化は認められない

が、終了 5分後試行で有意な低下を認めた（p<0.05）。振幅 F/M比も同様に経穴刺激理学

療法試行には安静試行と比較して有意な変化はないが、終了直後試行、終了 10 分後試行

で有意な低下を認めた(p<0.05)。 

【考察と結語】八邪への経穴刺激理学療法後の F波出現頻度、振幅 F/M比は安静時と比較して低

下した。この結果、八邪への経穴刺激理学療法によって母指球筋に対応する脊髄神経機能

の興奮性が低下したことがわかった。八邪への刺激が母指球筋に対応する上位中枢神経機

能の興奮性を抑制し、その効果が脊髄神経機能の興奮性を抑制させたと考えられる。また、

八邪の下には総指伸筋、示指伸筋の手指伸筋群がある。そのため、八邪への刺激は手指伸

筋群を促通させることで相反的に母指屈筋の脊髄神経機能の興奮性を抑制したとも考え

られる。 
	 

キーワード：経穴刺激理学療法、八邪、F波、脊髄神経機能	 
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15 八邪（大都）への鍼刺激前後における母指対立筋 F 波の変化 
○尾羽根実央 1,2,3)、谷	 万喜子 4,5)、鈴木俊明 4,5)	 

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	 

 
【目的】我々は、書痙やMusician’s crampといった上肢ジストニア患者の手指の動作改善に対

して、八邪への鍼治療で効果を得ている。本研究では健常者を対象に八邪（大都）刺激に

よる神経生理学的変化について脊髄神経機能の興奮性の指標である F 波を用いて検討し

た。 

【方法】本研究に同意を得た健常者 6名（男性 5名、女性 1名、平均年齢 33.2±8.5歳）を対象と

した。被験者を背臥位とし、左正中神経刺激で左母指対立筋から安静時、置鍼中、抜鍼直

後、抜鍼 5分後、抜鍼 10分後、抜鍼 15分後に F波を導出した。正中神経の刺激条件は、

刺激強度は最大上刺激、刺激頻度 0.5Hz、刺激持続時間 0.2ms とし、30 回記録した。鍼

刺激は 40mm20号のステンレス製ディスポーザブル鍼で、左八邪（大都：第１、２指間）

へ 2cm直刺して 1分間置鍼した。F波分析項目は、出現頻度、立ち上がり潜時、振幅 F/M

比とした。 

【結果】出現頻度は安静時と比較して、全体の平均では、有意な変化を認めなかった。立ち上がり

潜時は、全例で安静時から抜鍼 15 分後にかけて変化は認めなかった。振幅 F/M 比では、

安静時と比較し、置鍼中がもっとも増加する傾向であったが、有意な変化はなかった。被

験者全体では、ばらつきがあるものの、もっとも上昇したのが置鍼中であった。 

【考察・結語】F波の出現頻度と振幅 F/M比は、脊髄運動ニューロンの興奮性を表す指標となる。

本研究の結果、出現頻度、立ち上がり潜時は安静時と比較して有意な変化を認めなかった

が、振幅 F/M 比において、置鍼中は安静時と比較して増加傾向を認めた。この結果、八

邪（大都）への鍼刺激中には、脊髄神経機能の興奮性を促通する可能性が示唆された。し

かし、有意な変化ではなかったため、さらに例数を重ねて検討したい。また本研究では、

八邪のうち大都 1穴に絞って検討したが、今後、一側の 4穴に同時に鍼刺激をおこなった

場合や、数穴を組合せて刺激した場合についても検討していきたい。 
 

キーワード：八邪（大都）、鍼刺激、F波、脊髄神経機能 
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16 八邪（上都）への鍼刺激前後における母指対立筋 F 波の変化 
○川畑隼人 1,2,3)	 谷	 万喜子 4,5)	 鈴木俊明 4,5)	 

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 

【目的】我々は上肢ジストニアの手指の動作改善に、八邪への鍼治療で効果を得ている。本研究で

は健常者を対象に、八邪（上都）刺激による神経生理学的変化について脊髄神経機能の興

奮性の指標である誘発筋電図の F波を用いて検討した。 

【方法】本研究への同意を得た健常者 4名（男性 3名、女性 1名、平均年齢 27.3歳）を対象とし

た。八邪（上都：第 2、3 指間）への鍼刺激が、母指対立筋に対応する脊髄神経機能の興

奮性に与える影響を、F波を用いて検討した。被験者を背臥位とし、左正中神経刺激で安

静時、置鍼中、抜鍼直後、5分後、10分後、15分後に左母指対立筋から F波を導出した。

鍼刺激は、40ｍｍ20号のステンレス製ディスボーザブル鍼で、刺入深度 2㎝、置鍼時間 1

分とした。F 波検査条件は、正中神経を M 波振幅が最大となる刺激強度の 120％（最大

上刺激）、刺激時間 0.2ms、刺激頻度 0.5Hzで母指対立筋より 30回連続記録した。F波波

形分析項目は、出現頻度、立ち上がり潜時、振幅 F/M比とした。 

【結果】対象 4名の平均では、F波出現頻度は安静時に比べて、置鍼中、抜鍼後は減少する傾向で

あった。振幅 F/M比は、安静時、置鍼中と比較し、抜鍼直後から 10分後には低下し、15

分後には増加する傾向であった。潜時には安静時から抜鍼 15 分後まで変化なかった。各

被験者の結果では、F波出現頻度は安静時と比較し、鍼刺激後から減少傾向が見られたも

のが 4名中 2名、刺激中に増加し、その後減少したものが１名、変化なかったもの 1名で

あった。振幅 F/M 比は、置鍼中に低下するもの 3 名、置鍼中に増加するもの 1 名であっ

た。低下例の 3名では抜鍼後にも低下傾向を認めたが、抜鍼 15分後には、安静時よりも

低い値であるものの、回復する傾向を認めた。置鍼中に増加した 1名は、置鍼中から抜鍼

15分後まで増加傾向で、15分後に最も増加し、安静時の約 2倍となった。立ち上がり潜

時は、安静時と刺激中、刺激後で変化なかった。 

【考察・結語】Ｆ波の出現頻度と振幅 F/M比は脊髄運動神経の興奮性を表す指標となる。安静時

と比較して、置鍼中から F 波出現頻度は減少傾向であった。同様に振幅 F/M 比も低下す

る傾向であった。本研究の結果、八邪（上都）への鍼刺激において鍼刺激直後から母指対

立筋に対応する脊髄神経機能の興奮性が低下した。この結果から八邪（上都）に鍼刺激を

おこなった場合、脊髄神経機能の興奮性を抑制し、母指対立筋の筋緊張を緩和する可能性

が示唆された。 

キーワード：八邪（上都）、鍼刺激、正中神経、F波 
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17 全身性ジストニア患者に対する鍼治療前後におけるハンガー反射の変化 
○田中健一 1,2,3)、谷	 万喜子 4,5)、鈴木俊明 4,5)、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 

【目的】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。頸部・右上肢に異常姿勢

と不随意運動を呈する全身性ジストニア患者に対して、鍼治療前後にハンガー反射検査を

実施し、その変化を検討した。 

【症例】33歳の男性。6歳でジストニアを発症、13歳で右上肢の不随意運動、23歳で痙性斜頸が

生じ、同年に全身性ジストニアと診断された。28 歳より構音障害が生じ、現在に至る。

現在の姿勢は、側弯左凸、骨盤後傾、腰椎軽度伸展、上部胸椎屈曲、頸部は右回旋・左側

屈を呈し、上肢は右肩関節外転・外旋方向への不随意運動が特徴的である。 

【方法】安静座位時の体幹と頸部の姿勢を測定した。次に、症例の頭部にハンガーを装着した。ハ

ンガー装着の位置は、耳介上端の高さで矢状面から右 45°の角度に三角形の頂点がくる

ようにした。また、ハンガーのフック部分を後方に向けることとした。ハンガー装着後、

体幹、頸部姿勢を 3回測定した。各測定の間隔は 20秒とした。鍼治療は、体幹、頸部の

異常姿勢、上肢の不随意運動の罹患筋を抽出し、筋短縮に対して集毛鍼をおこない、筋緊

張異常に対して循経取穴で選択した経穴に置鍼した。治療は週 2回行い、平成 23年 8月

4日から 8月 18日の間の 5回の治療時にハンガー反射を実施して検討した。なお、症例

には本研究への同意を得た。 

【結果】5回の治療時における、治療前安静時と治療前ハンガー反射時における頸部偏倚角度の平

均の比較では、安静時は右回旋 20°、ハンガー反射時は右回旋 35°となった。また、治

療後安静時と治療後ハンガー反射時の頸部偏倚角度の平均の比較では、安静時は右回旋

20°、ハンガー反射時は右回旋 30°となった。さらに、ハンガー反射時に頸部不随意運

動の増加を認めた。 

【考察・結語】全身性ジストニアである本症例に対する鍼治療前後のハンガー反射の変化では、

治療後に治療前よりハンガー反射による頸部偏倚角度は減少するが、不随意運動が増大し

た。また、鍼治療前後ともに、安静時の頸部偏倚角度よりもハンガー反射による頸部偏倚

角度が大きく、今回のハンガー反射の方法で本症例に治療応用することは難しいと考えた。

ジストニア患者への治療応用としてのハンガー反射については、今後、症例数を増やし、

ハンガーの装着方法などの検査方法についても検討したい。 

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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18 上肢ジストニア患者の上肢機能と鍼治療効果 
○谷	 万喜子 1,2)・鈴木	 俊明 1,2)・吉田	 宗平 2) 

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 神経病研究センター 

 

【目的】上肢ジストニア患者の上肢運動機能の変化と鍼治療効果を検討した。 

【方法】関西医療大学附属診療所神経内科を受診し、本研究への同意を得た、上肢ジストニア患者

6名（男性 5名、女性 1名、平均年齢 40.3±11.1歳）の上肢機能を上肢運動機能定量化シ

ステム（Human Technology Lab. Co.）の視標追跡等速描円課題で評価した。評価方法は、

半径 2cm の円周軌道上を一定の速度で 3 周するターゲットの軌跡を、ターゲットからは

ずれず、遅れず、また、進みすぎないように努力してスタイラスペンで追跡するものであ

る。この課題を、ディスプレイに手をつけてと、手をはなしてとの 2種類の方法で実施し

た結果から、筆圧、ターゲットからの遅れ、ターゲットからのずれの変化と鍼治療効果と

の関係を検討した。 

【結果・考察】全症例とも書字の困難さを訴える上肢ジストニア患者であった。全症例で、筆圧

は同世代の健常者と比較して著明に低下していた。鍼治療後の筆圧を鍼治療前と比較した

結果、手をつけて、手をはなしてのいずれの課題でも増加したもの１名、いずれの課題で

も低下したもの 2名、不変 1名、手をつけた際増加し、手をはなした際不変であったもの

が 2名であった。いずれの課題でも筆圧が低下した 2名は、書字動作の際にペンから指が

離れる特徴があった。ターゲットからのずれは、鍼治療後に手をつけて、手をはなしての

いずれの課題でも減少したもの 2名、手をつけた際に減少し、手をはなした際に増加した

もの 2名、手をつけた際に減少し、手をはなした際に不変であったもの 2名であった。タ

ーゲットからの遅れは、鍼治療後に手をつけて、手をはなしてのいずれの課題でも減少し

たもの 3名、増加したもの 2名、手をつけた際に増加し、手をはなした際に減少したもの

1 名であった。鍼治療を継続し、6 名中 5 名で書字動作の改善が得られた。1 名は書字動

作の改善が乏しかった。この 1名の評価では、鍼治療後のターゲットからのずれは、手を

つけて、手をはなしてのいずれの課題でも不変であった。また、ターゲットからの遅れは、

手をつけて、手をはなしてのいずれの課題でも増加していた。 

【結語】上肢ジストニア患者の本課題実施ではターゲットからの遅れが指摘されている。鍼治療後に、

ターゲットからのずれおよび遅れになんらかの改善が得られた症例では、鍼治療効果を認め、

不変または増加する症例では、鍼治療効果を得難い可能性が示唆された。 

キーワード：経穴刺激理学療法、八邪、F波、脊髄神経機能 
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19 頸部ジストニア患者の鍼治療前後におけるハンガー反射出現様式の変化 
○平松哲郎 1,2)、谷	 万喜子 3,4)、鈴木俊明 3,4)、吉田宗平 4) 

1)関西医療大学附属診療所 研修員、2)柏友会楠葉病院 リハビリテーション科 
3)関西医療大学 保健医療学部 臨床理学療法学教室、4)関西医療大学 神経病研究センター 

 

【はじめに】針金製ハンガーを頭にかぶると､自らの意志とは関係なく頭部が回転し横を向いてし

まうという現象は「ハンガー反射」と報告されており、頸部ジストニアへ治療応用の可能

性が示唆されている。本研究では、頸部ジストニア患者の鍼治療前後におけるハンガー反

射出現様式の変化を検討した。 

【対象】本研究に同意を得た頸部ジストニア患者 10名（男性 4名、女性 6名、31歳～62歳､平均

年齢 49.1 歳）を対象とした。対象症例の頸部偏倚パターンは右回旋・左側屈 2 名、右回

旋・右側屈・屈曲 1名、左回旋・右側屈・伸展 2名、左回旋・左側屈・屈曲 3名、左側屈・

屈曲 1名、屈曲 1名であった。 

【方法】頸部ジストニア患者への鍼治療前後にハンガー反射を検討した。ハンガー反射は、座位に

て閉眼させ、顔を正面に向けた状態で、針金製ハンガーを右斜め 45°に横向きにして側

頭部を挟むような形で装着させ、20 秒間隔で 3 回計測した。鍼治療は、頸部の罹患筋に

対して筋短縮に対しては集毛鍼、筋緊張異常に対しては循経取穴に基づいて遠隔部の経穴

を選穴して置鍼をおこなった。 

【結果】症例 10 名中、7 名にハンガー反射が現れた。ハンガー反射が出現しなかった症例は、右

回旋・右側屈・屈曲の 1名、左回旋・左側屈・屈曲の 1名、左側屈・屈曲の 1名であった。

このうち、左回旋・左側屈・屈曲の 1名は、頸部に回旋は生じなかったが不随意運動が抑

制された。ハンガー反射が出現した症例における安静時の頸部偏倚角度とハンガー反射時

の頸部偏倚角度を比較した結果、安静時の頸部偏倚よりも回旋の程度が軽度に改善した症

例が 3名、回旋の程度が悪化した症例が 2名、安静時と反対側に軽度の回旋を認めた症例

が 1名、側屈の程度が悪化した症例が 1名であった。これらの変化は鍼治療後の計測にお

いても同様であった。 

【考察】頸部ジストニア患者に対する鍼治療前後でのハンガー反射出現様式の変化を検討した。本

研究の条件では、鍼治療との関係は認められなかった。ハンガー反射においては、鍼治療

前後ともに同様の出現パターンを認めた。ハンガー反射によって頸部偏倚の程度が改善す

る症例、悪化する症例のいずれも存在したが、ハンガー反射が出現せず頸部正中位保持が

持続した症例や、不随意運動が抑制された症例も存在した。ハンガー反射が頸部ジストニ

アの頸部偏倚に対して臨床応用できる可能性が示唆された。 

キーワード：ハンガー反射、頸部ジストニア、鍼治療、頸部偏倚 
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20 パーキンソン病に対する鍼灸治療の一例 
―腰痛の軽減に伴い日常生活動作が向上した例―	 

 
○佐田	 遥 1)、福田晋平 2)、廣	 正基 3)、江川雅人 1) 

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 大学院 
3)明治国際医療大学 健康・予防鍼灸学教室 

 

【症例】73歳、女性。診断名：パーキンソン病(以下 PD)。主訴：腰痛。現病歴：X-4年、口唇部

の振戦。近医脳神経外科を受診し、PD と診断され薬物治療を開始し、口唇部の振戦は消

失したが、X-1年より腰痛が出現し、寝返りや仰臥位からの起き上がり時などの動作時痛

を覚えるようになった。明治国際医療大学附属京都駅前鍼灸センター「PD 鍼灸治療専門

外来」を知り、2011年 2月某日より、鍼灸治療の開始となった。現症：動作緩慢があり、

安静時振戦は右上肢に、歯車様筋強剛は右上下肢と左上肢に軽度認められた。腰椎の前弯

増強と腰椎レベルの脊柱起立筋の緊張を認めたが、神経学的異常所見を認めなかった。寝

返りの動作時痛のため熟睡できなかった。東洋医学的には四肢の冷えと夜間尿を認めた。

病態：腰痛は筋強剛に加えて、腰椎の変形により出現しているものと考えた。東洋医学的

には腎陽虚証と弁証した。 

【治療方法】腰部の筋緊張緩和を目的として志室、大腸兪、中膂兪を、温補腎陽を治則として合谷、

三陰交、腎兪を配穴し、10 分間の置鍼術(40mm16 号ステンレス鍼)を行った。温筒灸を

手三里、足三里、腎兪に行った。鍼灸治療は週に１回、計 13回行った。［評価法］PD症

状は UPDRS、腰痛は NS、睡眠、便通、気分など日常生活動作は演者ら作成の健康調査

表、QOL は PDQ-39により評価した。また、歩幅、大腿伸展筋力、歩行・動的バランス

状態(TUG、FRT)も評価した。評価は鍼灸治療期間の前後に行った。 

【結果】治療 2診目より腰痛は軽減し、治療 6診目では寝返り時痛の軽減による睡眠の改善により

「朝、気分よく起きられるようになった」とのコメントが得られた。治療 12 診目では、

寝返り動作や掃除機使用時の動作時痛が消失した。腰痛の NS は 10→2 と低下した。

UPDRSは 9→14、PDQ-39は 45→64となった。健康調査表では「日常生活の支障度」「こ

わばり感」「便通」に改善を認めた。12ｍ歩数は 23→24歩、大腿伸展筋力は右 18.7kg→

16.5kg、左 17.7kg→14.2kg、TUG(normal)は 8.26→10.3秒、TUG(fast)は 7.87→8.74秒

となり、FRTは 36.0→37.5と向上した。 

【考察】鍼灸治療により PDの改善は認められなかったが、薬物治療では改善しがたい腰痛を改善

することが ADL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、腰痛、鍼灸治療、UPDRS、QOL 
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21 円皮鍼・養生指導は人間ドック受診者の体調に変化を及ぼすか 
○鈴木孝子1)、和辻	 直1)、関	 真亮1)、篠原昭二1)、矢野	 忠2)、嶺尾	 徹3)	 

1)明治国際医療大学	 伝統鍼灸学教室、2)明治国際医療大学	 健康予防鍼灸学教室	 

3)明治国際医療大学附属病院	 

	 

【目的】現在、鍼灸治療は代替医療や予防医学として注目を集めている。本学では以前より統合型

人間ドックにおける東洋医学の有用性を調査しており、ドック受診者から東洋医学の診察

結果の提示や養生指導を受けたいという要望があった。そこで、ドック受診者を対象に体

調を調査し、養生指導と共にセルフケアとして簡便に使用できる円皮鍼を貼付することで

体調の変化が現れるかを調査した。 

【方法】対象は事前調査を行い、本研究に同意が得られたドック受診者で男性 10名、女性 6名(49

±10 歳)とした。初回来院時に質問票①東洋医学健康調査票(以下 OHQ57)、②SF-8、③

健康状態調査票の疲労度を記入してもらった。鍼灸師 2 名が四診を行って病証を判断し、

病証に応じた経穴 2穴、左右 4か所を選穴した。対象に貼付部位や使用法を説明した後に

円皮鍼(セイリン、パイオネックス 0.6 ㎜)を自ら貼付してもらった。養生指導は生活習慣

を指導した。また体調の変化を知るために質問票は 1週間毎に記入してもらった。実施期

間は、初回来院時までを無治療期間(A 期間)、3 週間の円皮鍼期間(3 日間連続貼付後に 1

日休みを反復、B期間)、3週間の観察期間(C期間)とした。Bと C期間終了後に再来院で

きない場合は質問票と調査終了後のアンケートを郵送してもらった。 

【結果】病証の結果は、気虚・陽虚 12名、血虚 2名、陰虚 1名となり、B期間において虚証の程

度が軽減された。OHQ57 の肝の項目では A と C 期間で有意差が認められた(P=0.046)。

また腎の項目でも A 期間に比べて B、C 期間で差を認め(A、B 期間 P=0.047、A,C 期間

P=0.025)、体調の変化があった。健康状態調査票の精神的疲労度や総合的疲労度では A

と B 期間で有意差が認められた(P=0.032, P=0.043)。SF-8は全ての期間で差を認なかっ

た。調査終了後のアンケート結果では、対象の 8割に今後も統合型人間ドックを受けたい

という回答を得た。また対象の 7割に円皮鍼、8割に養生指導が役に立ったと回答した。 

【考察・結語】本調査では、病証の結果や質問票の項目において症状の軽減がみられたことから、

養生指導による生活改善と軽度な刺激の円皮鍼によって体調に変化を及ぼすことがわか

った。なお、本調査の結果は養生指導と円皮鍼を併用した結果であるため、今後は個々の

効果を検討する必要があると考えられた。	 

キーワード：人間ドック、セルフケア、円皮鍼、養生指導、体調の変化	 
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22 災害地における鍼灸師の役割 
寺田拓未	 

鍼灸整体いっとう堂	 

 

【目的】今回、東日本大震災で被災された住民に医療ボランティアの活動を行ったので災害地にお

ける鍼灸師の役割について報告する。 

【方法】趣旨に賛同した 4 名、内訳は鍼灸師 1 名、言語聴覚士 2 名、歯科口腔外科医 1 名でチー

ムを形成し、期間は、4/30に神戸を発ち、翌 5/1から 5/3までの間、宮城・福島両県の各

避難所において医療行為を行った。5/1 東北道泉 PA 兵庫県ボランティアインフォメーシ

ョンセンターで仙台市内の被災状況および避難所の現況の説明を受け、仙台市若林区六郷

中学校避難所に向かった。この地域には六郷中学を含め徒歩圏内に計 3カ所の避難所があ

り、希望された方にのみツボ刺激による徒手療法を施行し、事前に作成していたエコノミ

ックシンドローム予防のためのチラシを口頭で説明を加え被災住民に手渡した。5/2 宮城

県亘理郡亘理町亘理中学校―仮設住宅―荒浜地区自主避難区域視察―山下中学校。5/3 福

島県四倉高等学校。両日とも徒手療法およびエコノミックシンドローム予防の啓蒙活動を

行った。なお、問診を十分に聴取できない環境の中での鍼治療はそのリスクを考慮し、さ

らに灸治療は避難所の換気の問題もあり今回は施行せず、ツボ刺激による徒手療法のみ施

行した。 

【結果】5 カ所の避難所において計 20 名の被災者に徒手療法を施し、各避難所においてエコノミ

ックシンドローム予防の啓蒙活動を行った。避難所での主たる訴えは、肩こり 30%、腰痛

30%、背部痛 20%であった。 

【考察・結語】当然、災害地における初動時の医療活動は救命が優先されるべきものである。た

だし、余震が続く精神的緊張、見通しのない長期に渡る避難所での生活、自宅の片づけ、

体育館の床の上で一日の大半を過ごさなければならないことなどが複合的に重なり、肩部、

背部、腰部のこりや痛みが発現したものと考えられた。今回、残念ながら鍼灸治療は行え

なかったが、ツボ刺激による徒手療法、対話によってコミュニケーションを図り、施術後

「楽になった」というお言葉を頂戴したことで、中・長期的には、災害地における鍼灸師

の役割は十分にあることが示唆された。今後、「待つ医療」ではなく「出向く医療」とし

て、鍼灸師が災害地医療の一員となって能動的に取り組んでいく必要があると思われた。 
	 

キーワード：東日本大震災、ボランティア、鍼灸師、災害地医療、エコノミックシンドローム	 
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23 鍼灸師が法令上行うことのできる行為（第一報） 
坂部昌明 

明治国際医療大学非常勤講師 
 

【目的】日本では、医療従事者について法律に基づく免許を設けている。何故なら、医療行為につ

いて十分な知識や技術を持たない者がこれを行った場合、人の生命・健康に害を及ぼす虞

があるからである。免許について規定した法律には、免許が許容する業務範囲や、法律に

違反した者への罰則等が明記されている。はり師、きゅう師については、あん摩マツサー

ジ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律（以下、あん摩師等法）で免許や業務範囲等

が規定されている。今回、あん摩師等法の定める業務範囲として、診察や施術証明行為等

が可能であるか否かについて検討を行った。何故なら、医療行為はその裁量性の問題から、

行為の具体的事例については法定しない傾向が強いが、これでは医療過誤が発生したとき

に被害者（たとえば患者）が当該過誤について加害者側（たとえば病院）の責任を問い難

い状況を創出してしまう可能性がある。そのため、業務範囲の可否等については、判例等

から基準を導出するなどして法律の規定しない具体性が補充されている。はり師、きゅう

師については当該検討が極めて少ない状況にあるためである。 

【方法】診察や施術証明行為等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】大審院判決によれば、はり師、きゅう師は、はり又はきゅうの施術の可否等につ

いて判断するために、診察を十分に行わなければならないとされる（はり師については大

審院昭和 7 年 2 月 24 日刑事三判決、きゅう師については大審院昭和 12 年 5 月 5 日刑

事五判決）。さらに近年の判例の傾向としては、はり師やきゅう師の行う施術についても

準委任契約が締結されていると判断され、他の医療従事者同様、施術について高度の注意

義務が求められている。契約の締結が存在する以上、注意義務の不履行については債務不

履行責任が問われることになる。実際、債務不履行を理由とする損害賠償請求が認容され

る判例が増えてきている（例えば、東京地裁平成 13年 11月 26日判決）。施術証明は、こ

れを行うことができるが、医師法等で規定される証明等はできない。 

【結語】今回の検討の結果、はり師、きゅう師が診察や施術証明が可能であることが明らかになっ

た。それだけでなく、はり師、きゅう師についても、法律が許容する業務範囲について判

例等から検討する必要があることが確認された。 

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、診察行為、施術証明、業務範囲 
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24 鍼刺激による自律神経調節におけるプラセボの関与 
̶瞬時心拍数を指標にした検討̶ 

	 

○谷口博志 1)、吉元授 2)、今井賢治 2)、北小路博司 2)、小笠原千絵 1)、 
	 日野こころ 1)、新原寿志 1)、角谷英治 1) 

1)明治国際医療大学 基礎鍼灸学教室、2)明治国際医療大学 臨床鍼灸学教室 
 

【目的】鍼灸治療は様々な疾患に対して有効であるとされている。しかし、その有効性においてプ

ラセボの関与が報告されており、鍼灸治療はプラセボと同等の効果でしかないとの報告も

存在する。そこで今回我々は、鍼灸刺激の機序として周知されている体性̶自律神経反射

に対してプラセボが関与するかどうかについて、心電図による瞬時心拍数を指標に検討し

た。 

【方法】ボランティア健常成人 9名を対象とした。被験者は封筒法により増加群（4名）および減

少群（5名）の 2群に分けた。増加群には「鍼刺激により心拍数が増加する」と、減少群

には「鍼刺激により心拍数が減少する」とそれぞれ文章と口頭にて説明し、測定を開始し

た。安静座位にて心拍数が安定したのを確認し 2分間鍼刺激前の心電図を測定し、その後

右手三里穴（直径 0.2mm、刺入深度 1.0cm）に 2分間雀啄術（振幅約 2mm、周波数 1Hz）

を行い鍼刺激中の心電図を測定した。解析は各群ともに鍼刺激前および鍼刺激中の 2分間

平均瞬時心拍数を算出し用いた。また、増加群および減少群における鍼刺激による変化率

も算出し、それぞれ比較した。なお、データは全て平均値±標準誤差で表した。 

【結果】増加群の鍼刺激前の瞬時心拍数は 78.5±3.0 bpmであり、鍼刺激中は 67.3±4.5 bpmで

あり、有意に減少した（paired-ttest、p=0.03）。減少群の鍼刺激前は 74.3±3.2 bpmであ

り、鍼刺激中は 65.6±3.3 bpmであり、有意に減少した（paired-ttest、p=0.02）。変化率

において、増加群は 85.7±4.2 %であり、減少群は 88.0±1.2 %であり、両群間で有意な

差を認め無かった（student ttest、p=0.55）。 

【考察】鍼刺激により瞬時心拍数が減少することは数多く報告されている。その機序は反射的に交

感神経の抑制もしくは副交感神経の興奮、もしくはその両方を生じさせることによるもの

とされている。今回この現象に対して、鍼刺激により瞬時心拍数が増加するといった反対

の結果を被験者に予め認識させプラセボの関与を検討した。その結果、増加群と減少群と

もに鍼刺激により瞬時心拍数を有意に減少させ、その減少には 2群間で差異を認めなかっ

た。このことより、鍼刺激による体性̶自律神経反射による心自律神経機能の変調に対し

て、プラセボは関与しない可能性が示唆された。 

キーワード：鍼刺激、プラセボ、瞬時心拍数、体性̶自律神経反射、心自律神経機能	 
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25 灸頭鍼の艾球落下因子とその防止策 
̶横揺れ発生装置を用いた検討̶ 

○新原寿志 1)、泉谷泰行 2)、谷口博志 1)、日野こころ 1)、小笠原千絵 1)、角谷英治 1) 
1)明治国際医療大学基礎鍼灸学教室、2)京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 

 

【目的】本研究の目的は、異なる条件下で燃焼中の灸頭鍼に横揺れ負荷を与えることにより、艾球

落下の因子を明らかとすると共にその防止策について検討することにある。 

【方法】艾球には灸頭鍼用中級艾(若草印、山正)を重さ 0.30gで直径 16±1mmに成型したものを

用いた。鍼はステンレス製毫鍼(鍼体長 50mm、鍼線径 0.20mm、セイリン)とし、鍼柄が

ステンレス製でコイル状の L タイプ(以下、コイル鍼柄)とスムースの M タイプ(以下、ス

ムース鍼柄)を用いた。艾球の鍼柄への装着は、艾球をそのまま挿し込む挿込法と二つに

割ってから鍼柄を挟み込む挟込法とした。鍼柄の艾球への挿入深度は、鍼柄と艾球の各最

高点の距離が 3mm(以下、非貫通)、あるいは 0mm(以下、貫通)とした。灸頭鍼には、自

作の横揺れ発生装置を用い、艾球点火後、3分間の横揺れ負荷(振幅 17mm、頻度 135回/

分)を与えた。艾球落下の防止策として、鍼柄に軟膏塗布(紫雲膏、クラシエ)し、かつ最も

落下の可能性の高い条件下にて横揺れ負荷実験を行った。測定は各条件下で 10 回ずつ行

った。 

【結果】挿込法において、艾球の落下数は、鍼柄の種類および艾球への貫通にあまり影響を受けな

かった(スムース鍼柄‒非貫通 2/10回、スムース鍼柄‒貫通 3/10回、コイル鍼柄‒非貫通 3/10

回、コイル鍼柄‒貫通 2/10回)。一方、挟込法において、落下数は挿込法に比較して 1.7‒4.0

倍に増加し、また、スムース鍼柄はコイル鍼柄よりも、貫通は非貫通よりも落下数が多か

った(スムース鍼柄‒非貫通 7/10回、スムース鍼柄‒貫通 10/10回、コイル鍼柄‒非貫通 5/10

回、コイル鍼柄‒貫通 8/10 回)。最も落下の可能性の高い条件下(挟込法‒スムース鍼柄‒貫

通)において、鍼柄への軟膏塗布は艾球の落下を完全に防止した(0/10回)。 

【考察・結語】挟込法は、横揺れ負荷により艾炷と鍼柄の間に隙間ができやすく、挿込法に比べ

艾球の落下の危険性は高いと考えられた。鍼柄表面の摩擦力が高いコイル鍼柄を使用する

こと、鍼柄を艾球に完全に貫通させないことで、艾球の落下の危険性は低くなるが、本条

件下においてはその差は必ずしも大きくなく、むしろ艾球の装着法の選択の方が重要であ

ると考えられた。鍼柄への軟膏塗布による艾球落下の防止は、軟膏が接着剤として十分に

作用したためと考えられ、この方法は、体動(呼吸など)の大きい患者への施術あるいは初

学者による施術など、艾球落下の危険性がある場合に、その可能性を減らす簡便で有用な

方法になると考えられた。 

キーワード：灸頭鍼、艾球落下、安全性	 
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