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学術集会開催のごあいさつ 

 

 この度、平成 24 年度(社)全日本鍼灸学会第 30 回中部支部学術集会を金沢で開

催する運びとなりました。第 30 回という大きな節目を迎えることができました

ことを（社）全日本鍼灸学会中部支部を代表し心より御礼申し上げます。 

 現在、鍼灸を取り巻く様相はますます混沌としてきております。鍼灸師大量

排出時代を迎え、制度、法律をはじめとした鍼灸師の社会的位置づけをどのよ

うに考えるのか。また高まる社会のニーズに鍼灸師としてどのように応えてい

くことが必要なのか。多くの課題が課せられているように思います。 

しかしながら、鍼灸には伝統医学としていつの時代にも患者と共に歩んでき

た歴史があります。また、鍼灸にはどのような時代にも通用する普遍的な臨床

医学としてのまなざしや技術があります。それらが継承され、さらに新たな学

理と真理の探究の上に時代性を纏い発展していくことが、これからも鍼灸が生

き抜いていくためには必要であると考えます。このように考えると（社）全日

本鍼灸学会の役割として学理と真理の探究、技術の継承をけん引し、自由に議

論できる環境を提供することが非常に重要なことであると思われます。 

今回は特別講演として神戸女子大学家政学部教授 平田耕造先生に「AVA と冷

え」と題して冷えと動静脈吻合のメカニズムについてご講演いただきます。ま

た教育講演として金沢大学附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 特任准教授 

小川恵子先生に「金沢大学附属病院における和漢診療と鍼灸治療の可能性につ

いて」と題して大学病院や医療機関での鍼灸治療の役割と可能性についてご講

演いただけることになりました。また、会員からの一般口演が５題予定されて

おります。多く方々のご参加いただき意義のある学術集会になることを祈念い

たしております。 

最後に今回の学術集会の開催にあたり石川県の関係団体のご協力を賜りまし

たこと、また、大変ご多忙のところ企画、運営に実行委員長中田和宏先生はじ

め実行委員の皆様、石川県の会員の皆様にご協力いただきましたことを心より

厚く御礼申し上げます。 

 

 

（社）全日本鍼灸学会 中部支部長 

津田 昌樹 

 

 

1 
 



実行委員長あいさつ 

 

集会の開催に当たり、ご挨拶申し上げます。前回支部集会をここ金沢で開催した

のは２００３年（平成１５年）８月２４日のことでした。第２２回北陸支部学術集会でした。

その後、学会の組織改編を経て名称が北陸支部から中部支部となりました。地域で

活動する鍼灸師の勉強の場、という集会の位置づけは今も変わっておりません。 

今集会では特別講演１題、教育講演１題、一般口演を５題用意しました。特別講演

の神戸女子大学家政学部教授平田耕造先生には、「ＡＶＡと冷え症」と題してご講演

いただきます。平田先生は、NHK の朝の情報番組「あさイチ」の平成２３年１２月２０日

放送分にご出演し、「スゴ技Ｑ 冷え症 食と“アバ”の真実」というテーマでお話をされ

ました。患者様から大変興味深い話だったと多くの鍼灸師が聞き及んでいるとのこと

でした。集会実行委員の中に平田先生の知り合いがおり、平田先生が金沢大学に在

学し金沢にゆかりがあるということがわかり、今回の御講演が実現しました。鍼灸臨

床で訴えの多い冷え症。平田先生のご研究から冷え症の鍼灸治療に多くの示唆を得

られるものと確信しております。 

教育講演は、金沢大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科・和漢診療外来特任教

授小川恵子先生に「金沢大学附属病院における和漢診療と鍼灸診療の可能性につ

いて」と題してご講演いただきます。全国の大学病院に広がる和漢診療外来に、鍼灸

治療を導入するところが増えています。 先端の医学を提供する大学病院において

鍼灸治療の役割とは何かを、漢方治療や、和漢診療を含め語っていただきます。 

会員による一般口演は５題が集まりました。それぞれ熱心な研究の結果をご披露

いただけるものと思います。明日からの臨床の糧となるような発表ばかりです。 

今集会は金沢での開催にこだわり、来場者に金沢を楽しんでもらおうと計画しまし

た。近くに近江町市場があり、昼休みを少し長くいたしました。金沢の味をご堪能下さ

い。おみやげも充実しています。 

抄録集は、今までの紙媒体ではなくデータ形式にしました。初めてのことで戸惑っ

ている会員もいるでしょうが、なるべく皆さんに利用しやすいよう配慮しました。案内に

従って学会ホームページよりダウンロードしてくださることを望みます。 

会場の IT ビジネスプラザ武蔵は無料のインターネット無線接続サービスが利用で

きます。詳しくは抄録集１１ページをご覧下さい。 

後に、社団法人石川県針灸師会、並びに社団法人石川県鍼灸マッサージ師会

におかれましては、集会の目的をご理解くださり多大な協賛をいただきました。ここに

お礼申し上げ、今後も県内の学会活動にご協力いただきますよう、重ねてお願いする

次第です。 

第 30 回中部支部学術集会 実行委員長  中田 和宏 
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社団法人全日本鍼灸学会 

第３０回中部支部学術集会石川会場の概要 
 

 

日 時：平成 24 年９月３０日（日）１０時～１７時 

 

場 所：IT ビジネスプラザ武蔵６階交流室 

     〒920-0855 金沢市武蔵町１４番３１号（めいてつ・エムザ６階） 

     案内 http://chara-stage.com/access/it/ 

 

主 催：社団法人全日本鍼灸学会 

 

後 援：社団法人石川県鍼灸マッサージ師会、社団法人石川県針灸師会 

 

実行委員：中田和宏、木本茂伸、山村美樹、田中良和、木内豊久、常盤和成、 

定池 寿、中田達也、豊島清史、太田信幸 

 

事務局：〒920-0348 金沢市松村 1 丁目 36 番地マーヴェラス松村 1F 

鍼灸なかだ治療院内 

電話：０７６－２６７－６９８９、E-mail：nakagee@gmail.com 
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≪ 交通アクセス ≫ 
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～電車でお越しの場合～ 

JR 金沢駅からの所要時間 

・ 徒歩 10 分 

・ バスで 2 区間（武蔵ヶ辻）下車 

・ タクシーで 3 分 

 

～飛行機でお越しの場合～ 

小松空港からの連絡バス 

・ 「金沢市内経由」空港前－武蔵ヶ辻（約６０分、1,100 円） 

武蔵ヶ辻停留所からはめいてつ・エムザ内を通ってエレベーターにお乗りく

ださい 

・ 「スーパー特急」空港前－金沢駅（約４０分、1,100 円） 

JR 金沢駅から開場までは上記方法でお越しください 

 

～お車でお越しの場合～ 

北陸自動車道金沢西インター下車、金沢市内方面へ約３０分 

北陸自動車道金沢東インター下車、金沢市内方面へ約３０分 

 

駐車場について 

会場周辺に駐車場が点在しています。 

詳しくは「めいてつ・エムザ駐車場のご案内」 

http://www.meitetsumza.com/parking.html をご覧下さい。 
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会場案内図 

・ 集会開場は「IT ビジネスプラザ武蔵 ６階交流室」です。 

・ 武蔵スタジオ通り下堤町側エレベーターをご利用下さい。 
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学術集会の受付 

 １）事前申込みの方 

受付にて参加証をお渡しいたしますので、お名前をご提示ください。 

 ２）当日参加の方 

当日、受付にて参加登録をお済ませください。 

正 会 員     ３０００円 

当日登録会員  ４０００円 

学    生    ２０００円 （学会学生会員と鍼灸学校在学生） 

協賛団体会員  ３０００円 

その他会員外  ５０００円 

※ 払い込まれた参加費は、事情の如何に関わらず返還には応じられませんのでご

了承ください。 

※ 協賛団体の会員は（社）石川県針灸師会、（社）石川県鍼灸マッサージ師会である

ことを申し出て下さい。 

学会認定受付 

１）会場受付にて 

・ 認定受付で参加カードを受け取ってください。 

・ 参加カードに氏名、生年月日を記入し退室の際回収箱に入れてください 

・ 回収箱は、所定の時間が過ぎましたら受付に設置します。 

２）認定ポイントは５ポイントとなります。 

※会員証の記録忘れ、あるいは参加カードの、もらい忘れ、提出忘れは得点に

なりませんので、くれぐれもお忘れのない様、ご注意ください。 

※ＪＣＢカード会員証によるタッチ・アンド・ゴーは行なっていません。 

 

ＰＣ受付（スライド受付・動作確認） 

 スライドの受付は、学術集会当日に行います。受付場所は、一般受付の隣にありま

す。一般口演で発表される方は、開会式が始まる前にスライド受付を済ませてくださ

い。スライド作成上の注意点は「一般口演発表の方へのお願い」をご参照ください。 

 発表で使用したデータは、発表終了後、責任をもって消去いたします。 

 

一般口演発表の方へのお願い 

本学術集会で使用するパソコンの OS は、Windows XP・Windows Vista・Windows7、

プレゼンテーションソフトは、MS Power Point2003・2007・2010 となります。 
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－Power Point 作成について－ 

 ①スライドのサイズは 35mm で設定してください。 

 ②フォントは Windows OS に標準搭載されているフォントをご使用ください。また、経

穴名など外字は unicode のみ使用可能です。それ以外の文字は画像として貼り

つけてください。 

 ③アニメーション機能は使用可能ですが、動画の音声は再生できません。 

 ④スライド枚数に制限はありませんが、発表時間を厳守してください。また、 後の

スライドは【結語】とし、発表内容を箇条書きにまとめてください。 

※PC プロジェクターは基本的に 1 台のみ使用可能です。 

※ディスク作成後、他のパソコンで正常に動作することを確認してください。 

※画面ギリギリ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等の

原因となることがあります。 

※Mac の場合は、ノートパソコン、電源コード、D-Sub15 ピンをご用意ください。但し、

iPad などのタブレット PC には対応できません。 

 

－スライド受付－ 

 下記の条件以外では、受付することができません。発表者の責任において、作成を

お願いします。 

 

※使用するメディアは、CD-R、UBS メモリーのみです。CD-RW、MO、FD、ZIP 等は一

切受付できません。 

※発表データをコピーする時には、ファイナライズ（セッションのクローズ・使用した CD

のセッションを閉じる）作業を行ってください。この作業が行われなかった場合、デ

ータ作成したPC以外でデータを開くことができなくなり、発表が不可能になります。 

※フォーマットは ISO9660 フォーマットで行ってください。また、ご自身の PC 以外で文

字化け等がなく、データを読み込めるか必ず事前にご確認ください。 

※ファイル名は「筆頭演者名（氏名）.ppt」としてください。 

※必ず事前に、ご自身でウイルスチェックを行ってください。 

 

参加証 

 参加証は受付にてお渡しします。参加証には、氏名・所属をご記入の上、集会会場

内では必ずご提示、ご携帯ください。 
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抄録集について 

 抄録集については、（社）全日本鍼灸学会ＨＰからダウンロードし、各自でご持参くだ

さい。 

 当日、抄録集が必要な場合は受付でお求めください。印刷したものを用意いたしま

すが、ご予約分を優先しますので数に限りがございます。また、１部５００円が必要と

なりますので、ご了承ください。 

 集会会場でも Wi-Fi を利用してダウンロード可能です。詳しくは１１ページをご覧下さ

い。 

クロークについて 

 クロークは設置しておりませんので、お荷物はご自身で管理してください。 

 

視覚障害のある方へ 

 会場は、若干わかりづらい場所にあります。当日、看板をもった案内の者がおりま

すので、出来るかぎりサポートさせて頂きます。実行委員の人数が少ないこともあり、

ご迷惑をおかけするかもしれませんが、ご容赦ください。 

 

昼食について 

 会場が入るビルならびに、会場周辺には多くの飲食店があります。昼食では、ぜひ

金沢の味を楽しんでください。飲食店について分からない場合は、受付にてお聞きく

ださい。 

 

写真・ビデオ等の撮影について 

主催者、発表者の承諾なく会場内での写真、ビデオの撮影、録音はお断りしており

ます。 

 

ゴミの持ち帰りについて 

 会場内で自身が出したゴミ等に関しましては、責任をもって持ち帰ってください。会

場内を気持ちよく使用するためご協力ください。 
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会場内のＷｉ－Ｆｉについて 

 IT ビジネスプラザ武蔵内に設置されている無線アクセスポイントが無料で利用でき

ます。お持ちのノートパソコン、タブレット端末、スマートフォンなどを Wi-Fi 経由でイン

ターネットに接続できます。それぞれの端末で以下の設定を行なって下さい。なお、接

続に関する機器の設定等について（認証やファイアウォールの設定など）集会実行委

員はお手伝いできませんのでご了承下さい。ご自身の責任で設定してください。 

SSID(ESS-ID) Plaza 

認証方式／暗号化 WPA-PSK/TKIP 

共通キー -musashi 

※ SSIDと共通キーを端末の設定で入力して下さい。それぞれ、半角英数小文字、共

通キーは「ハイフン musashi」です。 

※ 会場内の電源コンセントはいかなる場合でも使用できません。 

 

携帯電話について 

 学術集会開催中の会場内におきましては、携帯電話の電源をお切りになるか、マナ

ーモード設定をお願いいたします。呼び出し音等は、発表者や聴講者に対して迷惑と

なります。 

 

東洋療法研修試験財団生涯研修認定について 

 本学術集会の参加は、東洋療法研修試験財団生涯研修の対象となります。学会認

定受付でご相談下さい。参加証明書をお渡しいたします。 

 当集会参加で５単位取得できます。財団生涯研修認定では、大会・集会については

２回の参加で１０単位を上限としています。詳しくは生涯研修実施要領について所属

する団体にお問い合わせ下さい。 

 

平成 24 年度第 2 回中部支部学術委員会 

日 時：平成２４年９月３０日（日） １２：００～１３：００ 

場 所：IT ビジネスプラザ武蔵５階会議室１ 

議 案：後日連絡 

昼 食：弁当を用意します 
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一般口演の発表について 

 発表時間：10 分 質疑応答：5 分 

  ※活発な質疑応答を行いたいと思いますので、演者は発表時間を厳守してくださ

い。 

 

座長の先生方へ 

１）一般口演発表の座長の先生方は、ご担当セッション開始 30 分前までに受付の

「座長受付」にお越しください。 

２）ご担当セッション開始 10 分前に会場内でご待機ください。 

３）セッション開始になりましたら、会場進行アナウンスに従って壇上にお進みいた

だき、セッションを開始してください。 

４）一般口演の発表時間は 10 分間、質疑応答は 5 分間です。進行は座長にお任せ

しますが、時間厳守でお願いします。 
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学術集会プログラム 

10：30       開会式 

 

10：45～11：00   一般口演１  

「鍼治療と内関穴シー・バンド刺激が膀胱癌 GC（ゲムシタビン・シスプラチン）療法

中の制吐に効果があったと思われる一症例」 

三重県・鈴鹿医療科学大学 鍼灸科  鈴木 聡 

 

11：00～11：15   一般口演２ 

 「一つの病院に一人の鍼灸師を」 ―当院の鍼灸師卒後臨床研修― 

富山県・市立砺波総合病院 東洋医学科  古谷 陽一 

 

11：15～11：30   一般口演３ 

「不明熱後の両手・両膝・両足関節痛に対する鍼灸治療の一症例」 

福井県・あけぼの鍼灸院  坂本 麻衣 

 

11：30～11：45   一般口演４ 

 「慢性的な頚部痛に対して承山穴を用いた 2 症例」 

富山県・富山大学大学院医学薬学研究部 和漢診療学  木村 真梨 

 

11：45～12：00   一般口演５ 

「スポーツ選手をケアするチーム医療としての鍼灸師の立場」 

～石川県スポーツトレーナー連絡協議会設立の意義～ 

東洋医学研究所グループ 二葉鍼灸療院  田中 良和 

 

12：00～13：30   ～休 憩（昼食）～ 

            中部支部学術委員会（５F 会議室１）         各県学術委員 

 

13：30～15：00   特別講演 

 「ＡＶＡと冷え症」 

   神戸女子大学 家政学部 教授  平田耕造 

15：10～16：40   教育講演 

 「金沢大学附属病院における和漢診療と鍼灸診療の可能性について」 

金沢大学附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科・和漢診療外来  

特任教授  小川 恵子 

16：40       閉会式 
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特別講演 

ＡＶＡと冷え症 

   神戸女子大学 家政学部 教授  平田耕造 

 

１．はじめに 

 四季のある日本では、夏冬間の気温の変化が特徴の一つである。全国の最高気温

（40.9℃、熊谷・多治見、2007 年）、最低気温（-41.0℃、旭川、1902 年）から最大較差

を求めると 80℃を超える。このように日本で暴露される環境温度の変化はとてつもなく

大きい。 

２．ヒトの体温調節 

 ヒトは著しい環境温度の変化にも関わらず、体温をほぼ一定に保つような体温調節

が行われている。人体は熱的に二つの部分に分けられる。環境温が変化してもほぼ

一定の温度、約 37℃を保つ核心部と、環境温度の変化に追随する外殻部である。体

温とは脳、心臓、肝臓など重要な臓器・組織が存在する核心部の温度のことであり、恒

常性を維持できるのは、体内でつくられる熱産生量と環境への熱放散量を平衡するよ

うな体温調節反応による。 

３．皮膚のＡＶＡ血管による熱放散調節 

 寒暑の刺激は皮膚血管径を変化させて、皮膚からの熱放散量を調節する。暑いと皮

膚血管が拡張するため皮膚血流量は増加し、核心部の熱を体表面へ多量に運び出

す。一方、寒いと皮膚の血管が収縮し皮膚血流量は減少するため、核心部から体表

面へ移動する熱量は減少し、体温保持に役立つ。熱放散量を調節する皮膚の血管系

は、毛細血管と動静脈吻合(AVA:arteriovenous anastomoses)に大きく 2 つに分けられ

る。 

 第一はすべての皮膚に分布し、最も浅い終末細動脈から係蹄状の毛細血管（直径

約 10μｍ）が乳頭下に入り込んでいる。第二はＡＶＡである。手足や口唇、耳、鼻など

の無毛部皮膚にのみ存在し、細動脈－ＡＶＡ－細静脈と直接短絡している。ＡＶＡの

平滑筋は厚く、多数の交感神経収縮線維によって調節されており、開大すると直径が

大きく（約 25～150μｍ）多量の血液が流れる。例えば直径が 100μｍの場合、毛細血

管の 10 倍であるが、同一血管長あたりの血流量は血管径の４乗に比例するので（ポア

ズイユ Poiseuille の法則）、ＡＶＡの方が 10,000 倍も大きい。さらに、ＡＶＡを通過して

心臓へ戻る途中の静脈血は前腕部や下腿部の皮静脈を通過して、更に多大な熱放

散を引き起こしている。このため、四肢末端のＡＶＡの開大は全身からの熱放散に多

大な影響を及ぼしている。 
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４．ＡＶＡ血流と冷えに影響する要因 

 四肢部は形態的に体幹部から突出しており、体積に対する表面積の比を求め体幹

部＝１とすると、腕部＝5、手＝10、指＝22 となり、ＡＶＡの存在する末梢ほど熱放散に

有用である。また、熱放散を抑制する皮下脂肪は四肢部より体幹部で厚い。体脂肪率

が 10％異なる被験者について比較した我々の研究では（1993）、中性温以下の環境

温（22、28℃）で体幹部及び近接部の皮膚温が低体脂肪者で高く、手足皮膚温は逆

に高体脂肪者で高いことが観察された。これは皮下脂肪による断熱により、体幹部か

らの熱放散が抑制されるため、代償的に四肢末端のＡＶＡ血管拡張反応による熱放

散の促進によって体熱平衡を維持していることが示された。 

 冷えを自覚している人のほぼ全員が、手足の冷えで困ると申告している（片山ら、

2011）。冷えを申告する人には、ＢＭＩの小さい人が多く、睡眠時に手足の冷えで覚醒

することが多い。また就寝時刻の遅い人が多く、睡眠時間も少ない。衣服ではファッシ

ョン性優先のため保温性が確保されていない傾向や、十分な食事性体熱産生（ＤＩＴ）

も得られていない可能性が示唆されている。 

ＡＶＡ血流に依存する手足の冷えは体熱平衡の明確なバロメーターである。健康維

持の視点から、ＡＶＡ血流と種々の生活要因の関係について詳細な研究が必要であ

る。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  メ  モ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
 



教育講演 

金沢大学附属病院における和漢診療と鍼灸治療の可能性について 

金沢大学附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 和漢診療外来 

特任教授 小川恵子 

 

平成 23 年 4 月に、耳鼻咽喉科・頭頸部外科の中に和漢診療外来（漢方外来）が開

設されました。当外来では、必要に応じて鍼灸も併用しています。 

はじめに、特に大学病院に漢方外来を設置する意義について述べます。大学病院

の漢方外来には以下のような利点があります。 

１．西洋医学的診断・治療がなされている 

２．各疾患の専門医と相談することができる 

３．有効性と安全性は西洋医学の水準で担保される 

この背景の下に、 

１．西洋医学的治療を受けても改善しない症状 

２．西洋医学的には診断がつかないような症状 

３．西洋医学的治療は効果的なのに治療の副作用などさまざまな症状 

などがある患者さんに対して治療を行います。 

漢方医学と西洋医学は相反するものではなく、共に患者さんの症状を改善して行く

ものであり、当外来はこの考えの下に開設されたのであるという事を特に強調したい

と思います。 

湯液治療についてご説明申し上げますと、日本の湯液治療の 大の特徴は、調剤

用生薬は約 200 種、医療用漢方製剤は 148 方剤 が、健康保険で薬剤投与を受けら

れるという点です。その中で、医療用漢方製剤（エキス剤）は、品質・安全性が均一に

管理され、服用も煎薬と比較して容易です。エキス製剤を用いた無作為化比較試験

なども容易に実施することができます。また、伝統的な煎薬も、よりきめ細かく患者さ

んの症状にあわせていくという点では重要な役割を担っています。 

一方、鍼灸治療につきましては、全国的には積極的に取り入れられている施設も

あるようですが、金沢大学附属病院ではまだ始まったばかりですので、今後の発展に

期待したいところです。 

私は、外科医として臨床に従事していた時、患者さんの術後のいろいろな症状に漢

方薬が大変有効であったのをきっかけに、漢方の勉強を始めました。治療はたいへ

ん順調なのに、元の病気とは一見無関係な症状などで患者さんも主治医も困ってし

まうこともあります。このような西洋医学的治療の結果と患者さんの自覚症状とのギ

ャップを埋めていくことも漢方の大きな役割だと思います。特に鍼灸治療は即効性が
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あり、湯液治療と組み合わせることで患者さんの症状軽減に役立つことはいうまでも

ありません。 

漢方医学を専門にしていると、「漢方は本当に効くのか？」という質問をよく受けま

す。患者さんから聞かれる時には「私に効くんですか？」という意味ですし、医療従事

者から聞かれる場合には、「（この疾患には）全体として効くのか?エビデンスはあるの

か？」という意味だと考えられます。この質問に答えようと多くの先人が努力してきま

したし、今も続けられています。大学病院という環境はこの質問に答えていくのに有

利な条件を備えています。この 2 つの質問にきちんと答えたいと思っています。 

特に医療として鍼灸治療を取り入れていく際には、安全性とある程度の確実性の

確保がどうしても必要になります。院外の鍼灸師の先生方と連携することが重要だと

思っています。その橋渡しとして、自分が何をできるのか、どのようなしくみを作ったら

よいのか試行錯誤しています。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  メ  モ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 
 



一般口演１ 

 

鍼治療と内関穴シー・バンド刺激が膀胱癌 GC（ゲムシタビン・シスプラチ
ン）療法中の制吐に効果があったと思われる一症例 
 

○鈴木 聡 1 水野海騰 1 藤枝久世 1 

向井雄高 2 野瀬由圭里 2 橋本実瑞貴 2  

大山直美 2 横地 歩 2 丸山一男 2 

１）鈴鹿医療科学大学  ２）三重大学医学部附属病院麻酔科 

 

【症例】50 代女性 【鍼灸外来初診】Ｘ年 3 月 【職業】主婦 【主訴】化学療法による吐

き気 

【現病歴】X‐1 年 2 月より膀胱癌を認め治療のため三重大学病院で入退院を繰り返す。

鍼灸外来には入院中の X 年 3 月より腰痛、手足の冷えの改善を目的に 2 回/週、計 5

回の受診をしていたが、化学療法中の吐き気が辛いとの訴えより、同月に制吐目的

の鍼灸治療を加えることにした。化学療法中は吐き気や食欲不振がひどく、制吐薬は

使用しているが効いているとは思うものの吐き気が収まらない、あわせて長期の抗が

ん剤治療の疲れが溜まり、体はだるく、重たいとのことであった。 

【所見】身長 152.3 ㎝、体重 52.7 ㎏ 

【生活状況】食欲：あり（化学療法中はなし） 睡眠：普通 排便：便秘 

【検査所見】鍼灸治療開始前(GC療法4コース前)の所見では、CRP：0.03、白血球数：

5.11、ヘモグロビン量：11.5、血小板数：331、単球(%)：6.7、好中球数：2210。 

【既往歴】卵巣嚢腫、卵巣癌（10 年前）、子宮体癌（5 年前） 

【病態把握】膀胱癌、多発リンパ節転移に対する化学療法から起こる吐き気 

【治療方針】GC 療法 4 コース目の 7 日間において薬物の投与（1～3 日目）、制吐を目

的とした鍼治療（1，5 日目）と右内関にシー・バンドを装着（7 日間）した。鍼治療は制

吐を目的に内関穴、足三里穴に 10 分間の置鍼、また患者の希望により腰痛と肩こり

に対して圧痛点に同様の治療を行った。使用鍼は 30mm16 号で刺入深度は 7mm 程

度、使用本数は 10 本程度とした。 

【治療薬】1 日目：ジェムザール、デキサート、グラニセトロン、2 日目：シスプラチン、デ

キサート、グラニセトロン、3 日目：プリンペラン、グラニセトロン。 

【経過】毎日 13:30、17:30 の 2 回、病室にて吐き気の程度を VAS（100mm 直線）で測

定した結果、GC 療法+鍼治療+バンド前の VAS：1mm は 3 日 17：30 の VAS：41mm を

ピークに上昇し、その後徐々に 7 日 17：30 VAS：3mm まで減少した。7 日間で鍼及び

リストバンドによる有害事象はなく、患者からは「前回の化学療法に比べて、今回の
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吐き気は 6 割ぐらい、次回も是非鍼とバンド治療を希望する。」と意見があった。 

【考察】今回は GC 療法 1～3 コース目の吐き気に対する VAS との比較は行っていな

いが、鍼治療と内関穴シー・バンド刺激を加えたことで患者より吐き気は減少し、同様

の治療を次回のコースでも希望したいと意見があった。本症例のみでは制吐の機序

や持続性、介入時期等については言及できないが、NIH の「化学療法の吐き気・嘔吐

に対して鍼治療は有効な可能性がある」という声明や、がんの補完代替医療ハンドブ

ックに「抗がん剤による悪心や嘔吐に対する鍼灸治療が強く勧められる」とあることか

らも、今後は癌緩和ケアチーム等の多種専門家らと情報共有と安全確認をしながら

制吐に関する鍼灸治療のニーズがますます高まることが予想される。 

 

キーワード ： 制吐効果 鍼治療 シー・バンド 内関穴 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  メ  モ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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一般口演２ 

 

「一つの病院に一人の鍼灸師を」 ―当院の鍼灸師卒後臨床研修― 
 

 ○古谷陽一 1  草野美和子 2  長池綾香 1  

石山良平 1  本間光里 1  立野 豊 1  

１)市立砺波総合病院東洋医学科  ２)天草第一病院 

 

【目的】当院では 2004 年から鍼灸師卒後臨床研修を行っており、これまでに 6 名の修

了生を出している。しかし、これまで研修後の就職に十分な配慮がなされておらず、

病院診療に生かせる技術を習得しておきながら病院に就職できたものは少なかった。

そこで、2011 年度の修了生に対して当科が就職先を斡旋した。今回の経験をもとに、

鍼灸治療を導入する病院を増やすための方策を考察したい。 

【方法】2010 年度の研修生の担当症例をまとめた。また、当科が鍼灸師の採用を依

頼した病院について、鍼灸導入につながる背景の違いを検討した。 

【結果】2 年の研修期間(2010 年 4 月 1 日から 2012 年 3 月 31 日)で 230 名の患者を

担当した（のべ人数ではない）。また、2011 年度から当科医師が緩和ケアチームに加

わったのを機に、研修生が 6 名の入院末期癌患者を担当した。鍼灸師の採用を依頼

した病院は 5 つで、うち 1 つの総合病院で鍼灸の導入が決まり、研修生が就職した。

これら 5 つの病院の比較から、鍼灸導入が決まった病院では、鍼灸を推進する医師

が鍼灸の臨床に関わった経歴を有し、かつ勤務する病院での診療実績が大きいこと

が特徴であった。 

【考察】本年度の第 63 回日本東洋医学会学術総会において、「病院医療における鍼

灸」と題してシンポジウムが開かれた。鍼灸治療を行っている病院が未だに少ないこ

とが問題となっており、その対応が議論されている。今回、当院の研修生が総合病院

に就職できた。緩和医療を経験させていることは、病院に鍼灸の紹介をする際有用で

あった。また、鍼灸導入の決定要因として、鍼灸に理解があるだけでなく病院への発

言力を有する医師の存在が重要と考えられた。鍼灸を行う病院を増やすための方策

として留意すべき点である。今後も当院の卒後臨床研修は「いち病院いち鍼灸師」を

事業目標として、病院鍼灸師が増えていくよう努力していきたい。 

 

キーワード ： 病院 鍼灸 緩和医療 

20 
 



一般口演３ 

 

不明熱後の両手・両膝・両足関節痛に対する鍼灸治療の一症例  

                    
                       ○坂本麻衣 片岡泰弘 

あけぼの鍼灸院 

 

【目的】原因不明の微熱と両手・両膝・両足関節痛に対して、東洋医学的視点から診

た鍼灸治療が有効であった一症例について報告する。 

【症例】４１歳 女性 主婦（Ｘ年 3 月まで介護職）155 ㎝ 60 ㎏ 

主訴：不明熱後の両手・両膝・両足関節痛 

初診日：Ｘ年5月来院。現病歴：二週間前から原因不明の微熱が続き（37℃前後）、両

手関節痛・両膝関節痛・両足関節痛を発症。市販の鎮痛剤を服用したが痛みに変化

なく、二日後に蕁麻疹を発症。四日後病院を受診。血液検査：CRP 5.9 ㎎／dl 白血球 

112 10＾2／μl 心電図 x－p 脳波 np リウマトイド因子（－）   微熱は原因不明とさ

れ、継続する場合入院との指示。抗生剤（クラビット１錠／日）と解熱鎮痛剤（ロキソニ

ン１錠／日）が処方された。服薬により熱と疼痛は治まるが、効能がきれる午前 1～3

時に発熱し疼痛を生じた。更に三日後に両足関節、膝関節は赤く腫れ、運動制限を

生じ、歩行・起き上がり・立ち上がりが困難となった為来院。 

来院時の血液検査：CRP 10.7 ㎎／dl 白血球 126 10＾2／μl  

来院時の両上下肢関節痛：VAS 左 55 ㎜ 右 51 ㎜ 

脈診：沈遅虚軟 

発熱や痛みにより食欲減少。便:1 回／週 睡眠:夜 8 時間、昼 1 時間半 このような患

者に対して鍼灸治療を行った。 

【治療】証：裏熱証 脾虚証  治法：清熱 補益心脾  

太白・大陵に銀のてい鍼で補法。手関節の疼痛部位に平補平瀉的に単刺。膝関節・

足関節発赤部位に瀉的に単刺（速刺速抜）。肺兪･脾兪･小腸兪へ補的に単刺。同部

位に温灸。照海･中封･申脈･膝眼に透熱灸。 

用鍼：ユニコ 0.12×30 ㎜ステンレス鍼 小里式銀製てい鍼 

温灸：達磨 

【結果】1 回目（5 月１日) VAS（治療前→後）左 55→32 右 51→33 

2回目（5月2日)VAS左30→20右30→23 手関節痛（－）膝関節痛（＋）足関節痛(＋)

下肢の浮腫（＋）発赤（＋）前回治療後仮眠し、体調がよくなる。夜間の発熱（－）服薬

（－）食べる量は少ないが食欲（＋） 

3 回目（5 月７日）VAS 左 11→7 右 12→8  
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4 回目（5 月 10 日）VAS 左 2→1 右 2→2 治療終了後下肢の浮腫（＋）発赤（＋）歩行・

起き上がり・立ち上がり動作はほぼ改善し、治療は終了とした。血液検査結果（5 月

11 日）：CRP 0.81 ㎎／dl 白血球 66 10＾2／μl 

3 ヵ月後、追跡したところ浮腫は生じるが体調は良好であると回答があった。 

【考察】数々の検査結果より原因不明と診断された発熱や疼痛を東洋医学的視点か

ら病態を把握することで、症状の改善へ導けた。また患者の主観的感覚のみならず、

血液検査の数値の変動より客観的にも鍼灸治療が効果を成したように思われた。 

このように一つの病態を一方向に偏らず、多角的な視点が治療を進める上で必要だ

と示唆された。 

 

キーワード ： VAS CRP 東洋医学 鍼灸治療 
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一般口演４ 

 

慢性的な頚部痛に対して承山穴を用いた 2 症例 
 
○木村真梨 1・2 津田昌樹 2 柴原直利 3  

三島 怜 1・2 引網宏彰 1 嶋田 豊 1 

１）富山大学大学院医学薬学研究部 和漢診療学   

２）はり灸 夢恵堂 

３）富山大学和漢医薬学総合研究所漢方診断学分野) 

 

【目的】今回、慢性的な頚部痛に承山穴への鍼治療を行い、良好な経過を得た2症例

を経験したので報告する。 

【症例】〈症例 1〉36 歳 男性〈主訴〉頚部痛 

〈現病歴〉X-4 年仕事が変わりデスクワークが増えると同時に項部から頚部にかけて

の疼痛が出現。整形外科・内科にて精査したが異常なく鎮痛剤、筋弛緩薬、湿布剤を

処方される。X-3 年頚部痛のほか、両肩のこり・しびれ、目の奥のモヤモヤ感、吐き気

を伴う頭痛(3 ヶ月に１回)が出現した。その後、頚部痛による睡眠障害も生じたことか

ら X-1 年 7 月 13 日鍼灸治療を希望し当院受診。〈脈診〉やや浮、やや数、弦、無力、

左関上の虚が甚だしい〈舌診〉淡紅、微白苔、左舌淵紅〈腹診〉腹力中等度、胸脇苦

満、腹直筋攣急〈治療・経過〉初診時は肝虚証とし、右太衝・曲泉に本治法、期門・肝

兪・脾兪に標治法として接触鍼による補法、L3/4・L5 狭脊穴に置鍼を行ったところ両

肩のこり・しびれは消失した。肩外兪・風池に単刺を行い目の奥のモヤモヤ感が消失

したが、頚部痛は消失しなかった。そこで承山穴に硬結が認めたため、硬結部位に単

刺を行ったところ、頚部痛は改善し Numerical Rating Scale(NRS)では 8 から 0 となっ

た。3 診目には症状再燃なく、同年 7 月 27 日治療を終了した。 

〈症例 2〉39 歳 男性〈主訴〉頚部痛 

〈現病歴〉Y-1 年 11 月末スキーに出かけた際、子供が乗った加速したソリを無理に片

手を伸ばして受け止めてから頚部痛を自覚。整形外科では X 線上に異常を認めず、

鎮痛剤と湿布で対応していた。Y 年 4 月より夕方になると疼痛が増強、湿布剤により

皮膚のかぶれも生じたことを機会に Y 年 6 月 27 日鍼灸治療開始となった。〈脈診〉や

や浮、やや数、無力、右関上の虚〈舌診〉淡暗紅、腫大、微白苔、舌尖紅〈腹診〉腹力

やや充実、腹直筋攣急、少腹不仁〈治療・経過〉脾腎虚証として、太白・陰谷に本治法、

足三里・腎兪に標治法として接触鍼による補法、脾兪に知熱灸を行ったところ NRS は

8 から 5 となり、さらに硬結のあった右承山に置鍼を行った結果 NRS は 5 から 0 とな

った。以後、再燃なく経過観察中である。 
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【考察及び結語】今回、慢性的な頚部痛に対して承山穴に鍼治療を行ったところ、疼

痛が緩和し症状の改善を認めた。承山穴は太陽膀胱経に属する経穴で轉筋・腰痛・

踵痛等の特効穴である。過去の文献に頚部痛を主治とした記載は認められないが、

足太陽脈の所生病として頭顖項痛の記載があり、太陽膀胱経遠隔部を治療穴に用

いることで頚部痛が消失したものと考えられた。項を中心とした慢性的な頚部痛に対

して承山穴に硬結が認められる場合は承山穴への刺針が有効な治療手段の一つに

なる可能性が示唆された。 

 

キーワード ： 頚部痛 承山 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  メ  モ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 
 



一般口演５ 

 

スポーツ選手をケアするチーム医療としての鍼灸師の立場 
～石川県スポーツトレーナー連絡協議会設立の意義～ 

 

○田中良和 1･2 北山吉明 2 常盤和成 2 

１）東洋医学研究所グループ 二葉鍼灸療院 

２）石川県スポーツトレーナー連絡協議会 

 

【緒言】近年、スポーツを行うアスリートや愛好家に対する身体的ケアの必要性から、

トレーナーの役割が重要視され、認識されるようになってきた。また、スポーツトレー

ナーの現場において鍼灸治療が活躍するシーンも話題に上るようになってきた。全日

本鍼灸学会学術大会においても、毎年、各県単位で鍼灸業界が協力して、国体、マ

ラソン等のスポーツ大会に鍼灸ケアブースを設置しての活動が報告されている。また、

スポーツトレーナーを育成するため鍼灸業界では、認定講習会を開催し、資質向上を

図る試みがなされている。しかし、トップアスリートからアマチュア、ジュニアから壮年

までスポーツ選手のケガやパフォーマンス向上に関わる現状は複雑となり、医療の

専門性と的確な判断が必要とされてきている。また、地域でのスポーツ現場において、

選手をサポートする医療者間のネットワークに明確なシステムがないのが現状であろ

う。 

【目的】そのような状況の中、一人のスポーツ選手に対して、より効果的なケアを行い、

スポーツ石川の縁の下の力持ち的な存在となるべく、石川県においてスポーツを中

心として地域医療に貢献している団体・組織が参画し、石川県スポーツトレーナー連

絡協議会（以下、ＩＳＴ）が設立された。設立目的は、各医療者間の知識と技能を活か

し、それぞれが緊密な連絡・提携を行い、さらに研修会、講習会などを通じてスポーツ

医・科学に基づく資質の向上を図り、トップアスリートからジュニアおよび高齢者に到

る幅広い意味でのスポーツ選手の競技力維持・向上と県民の健康つくり（健康保持・

増進）に寄与することである。石川県スポーツドクター協議会、（社）石川県鍼灸マッサ

ージ師会、（社）石川県針灸師会、（社）石川県柔道整復師会、（公社）石川県理学療

法師会、石川県アスレティックトレーナー連絡協議会（ＪＡＳＡ－ＡＴ）、の国家資格に

裏付けされた有資格者が参加する。また、（財）石川県体育協会のスポーツ医・科学

委員会の会長をＩＳＴ会長とし、その事業の支援を行う。 

【報告】ＩＳＴ設立の経緯、また、平成２３年度のＩＳＴの活動内容と平成２４年度の活動

予定等の報告を行う。 

【結語】スポーツ選手がケガから早期に回復し競技に復帰する、また、パフォーマンス
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の向上を目指し、試合等においてベストのコンディションで臨めるようケアすることが

スポーツトレーナーの仕事である。鍼灸師の立場としては、他医療者との一つのチー

ムの中で、その技術を活かしていくことこそ、自己の研鑽となり、今後、スポーツの現

場に鍼灸治療が理解され、浸透していくために必要な条件の一つであると考える。そ

のような医療者間のネットワークこそスポーツ選手、愛好家の利益となるのではない

か。 

 

キーワード ： スポーツトレーナー 石川県スポーツトレーナー連絡協議会  

スポーツ選手 鍼灸師 
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（社）全日本鍼灸学会 第３０回中部支部学術集会 役員・実行委員 

 

津田 昌樹   （社）全日本鍼灸学会 中部支部 支部長 

中田 和宏   第３０回中部支部学術集会 実行委員長 

 

木本 茂伸   実行委員  石川県鍼灸研究会 

山村 美樹   実行委員  石川県鍼灸研究会 

田中 良和   実行委員  石川県鍼灸研究会 

木内 豊久   実行委員  石川県鍼灸研究会 

豊島 清史   実行委員  石川県鍼灸研究会 

太田 信幸   実行委員  石川県鍼灸研究会 

中田 達也   実行委員  石川県鍼灸研究会 （金沢医療技術専門学校 教員） 

定池  寿   実行委員  （社）石川県針灸師会 会長 

常盤 和成   実行委員  （社）石川県鍼灸マッサージ師会 会長 
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