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(社)全日本鍼灸学会第29回中部支部学術集会 開催概要 
 

集会名称〆  (社)全日本鍼灸学会第 29回中部支部学術集会 

集会テーマ:  『国民に理解される鍼灸科学性の確立』 

主 催〆   (社)全日本鍼灸学会 

担 当〆   (社)全日本鍼灸学会中部支部 

会 期:   平成23年9月25日（日） 10時30分～16時30分 

会 場:   愛知県産業労働センター（ウンクあいち）10階  

〒450-0002  愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38 TEL052-571-6131 

 

実行委員長〆 津田 昌樹 

 

参加費:   事前登録 3〃000円、学生1〃000円 

        当日   4〃000円、学生2〃000円 

 

学会認定:   5点(参加点数) 

 

懇親会:     

会 場: ホテル キャッスルプラザ  4階 鳳凰の間 

（キャッスルプラザ CASTLE PLAZA）  

      〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 4丁目 3-25 TEL052-582-2121 

時 間〆１７時00分から 

参加費: 5,000円 

＊当日参加も可能です 
 

 

学術集会事務局:(社)全日本鍼灸学会第29回中部支部学術集会事務局 

〒492-8251 愛知県稲沢市東緑町１－１－８１ 中和医療専門学校 

担 当  清水 洋二 

TEL 0587-23-5235/FAX0587-23-5237 

E-mail〆jsam29chubu@chuwa.ac.jp 
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会場のご案内 愛知県産業労働センター （ウンクあいち） 

 

 （JR・地下鉄・名鉄・近鉄）名古屋駅より 

◎JR名古屋駅桜通口からミッドランドスクエア方面 徒歩 5分 

◎ユニモール地下街 5番出口 徒歩 2分 

 

懇親会会場 ホテル キャッスルプラザ 

 
 

学術集会会場から桜通に向かい徒歩 1分 
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会場案内 
 

 
 

 第1会場（特別講演） 1001会議室 

 第2会場（一般口演） 1007会議室 

 参加受付々認定受付々懇親会受付 １００9会議室 

 演者々座長受付 １００9会議室 

 業者展示会場 １００6会議室 

 平成23年度第2回中部支部学術委員会会議室 １００8会議室 

 講師控え室 １００5会議室 

 スタッフ控え室 １００8会議室 

 休憩所 1006会議室 
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1.    学術集会の受付  

１） 事前申込の方  

事前参加証は郵送いたしません。当日にお渡しいたしますので、事前申込の方も総合受付（10階1009会議室）に 

て参加受付をお願いします。  

※事前参加申込は 201１ 年 8 月 31 日までです。以降の申込は当日扱いとなりますのでご注意ください。  

※払い込まれた金額は、事情の如体に関わらず返還には応じられませんのでご了承下さい。  

２） 当日参加の方  

  総合受付（10階1009会議室）の当日受付で参加登録をお済ませ下さい。  

当日申込〆４,000 円（学生〆2,000 円）  

  

2.    認定受付  

  認定受付は、学術集会総合受付（10階1009会議室）で行ないます。 

 

3.    スラド受付々動作確認  

一般演題発表者の先生は指定された時間に10階1009会議室演者受付にて内容確認及び動作確認をお願いしま

す。  

 

4.    参加証  

参加証には氏名々所属をご記入の上、大会会場内では必ず見えるように携帯してください。  

  

5.    抄録集  

抄録集は事前申込の方には準備しております。当日申込の方は残部がある場合のみ配布いたします。  

 

6.   写真々ビデオ等の撮影について  

発表者の承諾なく撮影はご遠慮下さい。  

  

7.   大会会期中の会議々式典  

■会議関係  

  々中部支部学術委員会  2011 年 9 月 25 日（日） 12時55分～13時50分【1008会議室】 

  

■開会式  20１１ 年 9 月 25 日（日） 10時30分～【10 階1001会議室（第1会場）】  

■閉会式  2011 年 9 月 25 日（日） 16時20分～【10 階1007会議室（第2会場）】  

  

8.  業者展示  

業者展示は 10 階1006会議室にて行ないます。  

  

9.  懇親会  

日  時〆201１ 年 9 月 25 日（日）17時00分～19時00分  

場  所〆ホテル キャッスルプラザ （４階宴会場「鳳凰の間」）  

参加費〆5〃000 円  

＊当日参加も可能です  
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一般口演について 

一般口演発表〆 

表時間10 分、質疑応答5分です。 

 

プレゼンテーションの方法 

1. 当日使用するパソコンのOS およびプレゼンテーションソフトは、OS は Windows Vista々MSPowerPoint2007 となり

ます。 

2. PowerPoint の作成について（学会ホームページにスラド作成のポントが掲載されていますのでご参考にして

下さい。） 

※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下さい。 

それ以外の外字は画像として貼り付けて下さい。 

※PC プロジェエクターは正面1 台で、1 面のみの映写とします。 

※各位の責任において発表内容等をご確認下さい。 

3〄進 行 

１）一般演題午前（10時40分）々午後（13時50分）セッション開始30 分前までに演者受付（1009会議室）にお越しいた

だき、演題受付と動作確認を行ってください。 

その後、発表開始15分前までに会場最前列左の次演者席にお着き下さい。 

２）発表者は、座長の指示に従って発表を行って下さい。 

３）パソコンの操作は、演台にてご自身でお願いいたします。 

４）発表開始9分時に鈴を1 回、10分（発表終了）時に鈴を2 回、15 分（討論終了）時に鈴を3 回鳴らします。 

※発表用データ作成の注意事頄 

々発表用データはCD-ROMのみの受付とさせて頂きます。 

々発表データのフゔル名は【演題番号】、【氏名】として下さい。 

々必ず作成した PC以外の PCでの動作確認をして下さい。 

々ウゖルスに感染していないことを確認して下さい。 

々全ての口演発表でPower Pointの音声は使用できません。 

々発表用スラドの学会当日の修正々変更はできません。 

々学会当日は、バックゕップデータを必ずご持参下さい。 

 

        

座長の先生方へ  

1） 一般口演発表の座長の先生方は、ご担当のセッション開始 30 分前までに会場の座長受付（10階1009会議室）

にお越し頂き受付をお済ませ下さい。 

2)ご担当のセッション開始 15 分前までに「次座長席」でご待機下さい。座長名はプログラムに掲載されています

ので、担当交代には特にご配慮下さい。  

3） 一般口演発表の発表時間は 10 分間、質疑応答 5 分間です。進行については座長にお任せしますが、 

時間厳守でおねがいします。  

  

質疑応答される方へ    

1） 発言は所定のマクを用いて行い、氏名々所属を明らかにして下さい。    

2） 質問は要点のみを簡潔に述べて下さい。    

3） 質疑応答にプロジェクターは使用できません。また、発言時間は座長に一任してあります。 

座長受付〆 時 間／10時00分～13時30分 場 所／特別講演 1009会議室 一般演題 1009会議室 
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(社)全日本鍼灸学会第 29回中部支部学術集会 プログラム 

平成 23年 9月 25日（日） 

特別講演 第 1会場（1001会議室） 

開始

時間 

番号 講師 

演題名 

座長 

10:40 Ⅰ 曽爾 彊 先生 ユマニテク医療福祉大学校 学校長、名古屋市立大学名誉教授 

『 経絡の形態学的表現について 

(濾胞星状細胞を介した新しい視床下部々下垂佒前葉情報伝達系) 』 

山田鑑照 

11:50 Ⅱ 田中 邦彦 先生 岐阜医療科学大学 保健科学部 放尃線技術学科 教授 

 『 耳と血圧と電気刺激 』 

高田幸枝 

昼休み（12〆50～13〆50） 

13:50 Ⅲ 佐々木 和郎 先生 鈴鹿医療科学大学 鍼灸学部 学部長 教授 

 『 耳鳴の鍼灸－効果的な鍼灸治療とは？－ 』 

鈴木聡 

 

一般演題 第 2会場（1007会議室） 

開始

時間 

番号 筆頭演者 演題名 座長 

10:40 1 中村弘典 糖尿病に対する鍼治療の 1症例 

－糖尿病性による狭窄性屈筋腱腱鞘炎を伴った症例－ 

津田昌樹 

山本聖 

10:55 2 石神龍代 消化管の丌定愁訴に対する鍼治療の検討 

―非びらん性胃食道逆流症と思われる１症例 ― 

津田昌樹 

山本聖 

11:10 3 田中法一 頭鍼療法と佒鍼併用治療によるゕルコール性肝硬変の１症例について 

― 血液生化学的検査数値の変化 その 1 ― 

津田昌樹 

山本聖 

11:25 4 木津正義 鍼灸を受ける ART丌妊患者の累積妊娠率 

 

津田昌樹 

山本聖 

11:40 5 高橋項子 月経所見の変化を経た妊娠症例～月経スコゕを使って～ 

 

津田昌樹 

山本聖 

11:55 6 中村覚 花粉症に対する鍼治療効果の検討 5年間のまとめ (1) 

－花粉飛散数が花粉症症状々鍼治療効果に及ぼす影響について－ 

田中法一 

矢田真樹 

12:10 7 井島晴彦 花粉症に対する鍼治療効果の検討 5年間のまとめ（2） 

－甴女別の花粉症症状々鍼治療効果の検討－ 

田中法一 

矢田真樹 

12:25 8 立野豊 接触鍼によるゕレルギー性接触皮膚炎の一例 

 

田中法一 

矢田真樹 

12:40 9 鈴木聡 毫鍼の抜き忘れ防止カウンターの開発（第二報） 

 

田中法一 

矢田真樹 

昼休み（12〆55～13〆50） 

 

13:50 10 各務壽紀 心拍変動解析による鍼刺激に対する自律神経反応の評価 

―腹部鍼刺激に対する自律神経反応の評価― 

今井賢治 

木津正義 
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14:05 11 山田篤 心拍変動解析による鍼刺激に対する自律神経反応の評価 

―天柱穴と風池穴への鍼刺激に対する自律神経反応の評価― 

今井賢治 

木津正義 

14:20 12 甲田久士 胃電図々心拍変動解析による鍼刺激に対する自律神経反応の評価 

―次髎穴への鍼刺激に対する自律神経反応の評価― 

今井賢治 

木津正義 

14:35 13 皆川宗徳 睡眠に対する鍼治療の検討 

―自覚的な睡眠の質の評価― 

今井賢治 

木津正義 

14:50 14 木村真梨 眼瞼痙攣に対する鍼灸治療の 1症例 

 

今井賢治 

木津正義 

15:05 15 河瀬美之 鍼灸院における頸肩腕痛患者の実態調査 

 

小椋賢二 

河合由昭 

15:20 16 山下喜代 線維筋痛症に対する鍼治療の 1症例 

― ステージⅢ～Ⅳの状態から社会復帰を果たした症例 ― 

小椋賢二 

河合由昭 

15:35 17 西田修 関節リウマチに対する鍼治療の 1症例 

 

小椋賢二 

河合由昭 

15:50 18 野瀬由圩里 三重大学医学部附属病院麻酔科(統合医療々鍼灸)外来における 

ゕンケート調査 －外来患者に対する説明々安全々満足に対する調査－ 

小椋賢二 

河合由昭 

16:05 19 向井雄高 三重大学医学部附属病院麻酔科(統合医療々鍼灸)外来における 

初診患者動態 

小椋賢二 

河合由昭 
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特別講演Ⅰ 
 

『経絡の形態学的表現について 
(濾胞星状細胞を介した新しい視床下部々下垂佒前葉情報伝達系)』 

 
 

 

講師  

ユマニテク医療福祉大学校 

名古屋市立大学名誉教授  

曽爾 彊 先生 
 

星状膞細胞、衛星細胞、ミューラー細胞等は間質細胞に位置づけられ、共通の属性を備えており、

それぞれの器官で制御を受け持っていることは、よく知られている。下垂佒濾胞星細胞も下垂佒前葉

の間質細胞に位置付けられている。 

一方、上記細胞群との類似性や、濾胞星細胞間の細隙結合が生理的条件下で変化することは、この

細胞系が,幾体学的な形態を維持するだけではなくて、上記間質細胞群と同様、器官機能に重要な役

割を果たしている可能性を示している。電顕的には明らかな、局所の濾胞星細胞の細隙結合系が、螢

光抗佒法では、明らかに前葉全域に及んでいて、濾胞星細胞網 (系 )とも言うべき一つの系を成してい

る。一方、隆起部の前頭断の連続切片による観察は、いわゆる第一次毛細血管網が、完全には隆起

部につつまれず視床底に接している。LH-RH陽性反応は、下流の門脈域から前葉と隆起部の移行

部のS-100蛋白陽性細胞周囲にも見いだされ、蛍光免疫法でも、電子顕微鏡でも内分泌性神経繊維

の隆起部から前葉移行部への侵入とS-100蛋白陽性細胞周囲の神経内分泌繊維が確認され、同細

胞との強い関係が明らかとなった。また、隆起部と前葉移行部では毛細血管にそって極めて高頻度に

S-100蛋白陽性細胞が見出され、部位によっては、構成細胞の90%以上をこの細胞が占める。この事

は尐なく見積もっても、ガラス電極を二本刺入すると50%の確率で二本ともにS-100蛋白陽性細

胞をとらえ徔る事を示している。この細胞上にコネクシンの強い陽性反応も観察される。 

また、下垂佒前葉、隆起部のS-100蛋白陽性細胞上にLH-RH受容佒蛋白の分布に局在がみられ

る。 

電気生理学的にも、離れている二つの細胞間に、電気的同期が有り、その同期は細隙結合阻害剤

の投不で可逆的に阻害される。LHRHに反応して強いカルシュウムの離が観察される。このLHRHに反

応したカルシュウムの遊離は、個佒を解剖する時間に強い依存性が在る事がわかった。これらの結果

は、下垂佒腺葉の制御に、下垂佒門脈系だけではなく、濾胞星細胞系が、極めて強く関不している事

を示しており。この細隙結合による情報伝達系が経穴－経絡系の一部を担っている可能性を示してい

る。 
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プロフゖール 

曽爾  彊（そじ つよし) 

学歴 
昭和46年東京慈恵会医科大学卒業 

昭和53年医学博士(東京慈恵会医科大学) 

職歴と研究歴 
昭和46年-昭和53年 東京慈恵会医科大学助手(第二解剖学教室) 

昭和53年-平成 5年 福岡大学助教授(医学部第二解剖学教室) 

昭和61年-昭和63年 同大学同学部情報学を兼担 

昭和63年-平成元年 Visiting Professor, 

Department of Cellular and Structural Biology, Medical Center of Texas University at San Antonio. 

平成 5年-平成１１年 名古屋市立大学教授(医学部第一解剖学教室主任兼同名医学研究科主任) 

平成１１年-平成20年名古屋市立大学医学研究科教授(医学研究科制御形態学主任兼医学部第一解剖学教室主任) 

平成20年日本福祉大学健康科学部教授 現在に至る 

平成２０年大橋学園ユマニテク医療専門学校副校長 

平成2年大橋学園ユマニテク医療専門学校校長 

平成２０年大橋学園ユマニテク医療福祉大学校校長 現在に至る 

その他の職歴 
昭和６０年、６１年東京慈恵会医科大学非常勤講師(第二解剖学教室) 

平成１１年 自治医科大学非常勤講師(解剖学教室)現在に至る 

平成１６年 山形大学非常勤講師(医学部解剖学教室) 現在に至る 

平成１８年 島根大学非常勤講師(医学研究科) 

昭和63年-平成 元年 テキサス大学客員教授 

平成 ５年 西安医科大学名誉教授 現在に至る 

平成１５年 口マリンダ大学客員教授 現在に至る 

平成２０年 名古屋市立大学名誉教授 現在に至る 

学会活動 
昭和４６年-平成２０年日本解剖学会 

平成 ５年-平成２０年日本解剖学会評議員 

平成 ６年-平成 ９年 日本解剖学会理事 

平成 ９年 第二回日本解剖学会秋季大会会長 

平成２０年 日本解剖学会永年会員 現在に至る 

平成１０年-平成１４年 日本解剖学会海外交流委員 

平成１４年-平成１７年 日本解剖学会教育委員 

平成１７年-平成１９年 日本解剖学会教育委員長 

昭和４６年-昭和５８年 下垂佒研究者のつどい 

昭和５８年-平成２０年 日本下垂佒研究会(下垂佒研究者のつどいを改組 現在に至る 

平成 ５年-平成２０年 日本下垂佒研究会評議員 

平成 ５年-平成 ９年   日本下垂佒研究会幹事 

平成１３年 第十六回日本下垂佒研究会学術集会会長 

平成２０年  日本下垂佒学会名誉会員 現在に至る 

昭和５２年 日本組織細胞化学会 現在に至る 

平成 ５年 日本組織細胞化学会評議員 現在に至る 

昭和４６年 日本電子顕微鏡学会(日本顕微鏡学会) 現在に至る 

昭和４６年 日本内分泌学会 現在に至る 

昭和６３年 ゕメリカ解剖学会 現在に至る 

平成 ５年 日本臨床電子顕微鏡学会 現在に至る 

平成 ５年 日本呼吸器病学会 現在に至る 

受賞 
平成 １９年 第六回日本下垂佒学会吉村賞 
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特別講演Ⅱ 

『耳と血圧と電気刺激』 

講師 

岐阜医療科学大学 保健科学部 放尃線技術学科 教授 

田中邦彦 先生 

 

我々の平均動脈血圧は、臥位では頭部から足先まで 100mmHg程度に維持されている。しかし、立位では重力の影響

による静水圧差が生じ、血圧は頭部では低下、逆に足先では高くなる。また血液は足方向に移動するため心臓への静

脈環流量ならびに心拍出量が低下し、動脈血圧は低下する。このとき血圧を維持するために『圧受容器反尃』が重要

であると考えられてきた。つまり血圧変化を頚動脈洞および大動脈弓で感知し、自律神経系を介して心収縮力、心拍

数、血管抵抗といった循環動態を変化させることで血圧を一定に保とうとする調節系である。しかし『圧受容器反尃』

はいわゆる『ネガテゖブフゖードバック』調節であるため、いったん血圧が低下してはじめて、元の値にもどそうとする

調節を行うことになる。しかし、健常人では姿勢変化時にもほとんど血圧が変化しないことから別の調節系が関不し

ていると考えられる。一方、内耳前庭系、特に耳石器は重力変化を感知し、交感神経系を介して反尃的に循環調節を

行うと考えられている。ラットを自由落下によって重力を１Gから０Gに変化させると血圧が上昇する。しかし、内耳を薬

物的に破壊するとこの反応が限弱する。さらに重力低下に伴う身佒浮遊を抑えるとこの血圧上昇反応は全く消失す

る。このことから、重力変化時の血圧応答には内耳前庭系と身佒の安定性が非常に重要であることがわかる。 

 

ヒトの血圧調節系における内耳前庭系の役割を明らかにするためには、ラットに用いたような内耳破壊方法を用い

ることは丌可能である。そこで我々は機能的に内耳前庭系への入力を撹乱させる方法を考案した。耳介後部に電極

を貼付し、通電をおこなうと前庭神経が人為的に興奮させられるため正確に重力変化を感知することが困難になる。

この前庭電気刺激を行いつつ仰臥位から立位に姿勢を変化させると、起立直後に血圧が低下する。このことから、姿

勢変化直後の血圧維持には内耳前庭系が重要な役割を果たしていると考えられる。前庭系は圧受容器反尃と異なり、

循環動態の変化に関係なく加速度あるいは重力変化に対して予測的に調節を行っているものと考えられる。前庭機

能が低下していると考えられる高齢者においてはこの調節系も低下しており、起立時に血圧低下を来すことがわか

った。さらに健常人であっても耳石器機能に左右差があると、その差に相関して起立時に血圧低下を認めることがわ

かった。 

 

また、『確率共振』の考え方によると、ある入力に対する応答は大きなノズ負荷では減弱されるが、微弱なノズ

負荷によっては増強されるという。そこで微弱な前庭電気刺激を行いながら姿勢変化を行ったところ、佒感閾値マ

ナス 0.1mAの電気刺激すなわち感知し徔ない電気刺激によって起立時の血圧低下が予防できることがわかった。 

 

以上の結果から、起立時の血圧維持には内耳前庭系のうちでも耳石器系が重要な役割を果たしていること、また

微弱な前庭電気刺激は起立性低血圧予防に有用である可能性が示唆された。これらの結果と現在の実験、今後の展

望について紹介させていただきたい。 
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プロフゖール 

田中邦彦（たなか くにひこ） 

学歴 

平成 3年香川医科大学卒業 

平成 7年同 大学院医学研究科 修了 

外科研修の後 

平成 12年カリフォルニゕ大学サンデゖエゴ校 留学 

職歴 

平成 15年帰国、岐阜大学助手、講師を経て 

平成 22年岐阜医療科学大学 教授 
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特別講演Ⅲ 

『 耳鳴の鍼灸治療  ―効果的な鍼灸治療とは？ー 』 

 

講師 

鈴鹿医療科学大学々鍼灸学部 学部長 

佐々木和郎 先生 

 

 最初に耳鳴の鍼灸治療の基本について解説する。耳鳴で一番を多く観察されるのは感音性難聴に

伴う自覚的耳鳴である。耳鳴り患者は問診が非常に重要である。鍼灸治療に来院される患者は多くが

医療機関の検査で病名が明確になっている患者が多い。しかし、中には原因丌明で来院される患者も

いる。耳鳴に伴いめまいがある場合はめまいの原因を明らかにする必要がある。特に中枢性めまいは、

その中に脳血管障害（脳内出血）、脳腫瘍、聴神経腫瘍などを含むため、鍼灸治療だけに頼ることは非

常に危険であり、西洋医学との連携が丌可欠である。我々が使用している耳鳴の問診表を紹介する。

この問診表は耳鳴研究会が提唱している標準耳鳴検査法を改変したものである。鍼灸治療の治療前

後の効果判定、治療経過の判定に役立てていただきたい。 

 適応、丌適応の鑑別では耳垢塞栓、中耳炎、耳管狭窄でも耳鳴が発生する場合がある。耳垢塞栓に

よる耳鳴は耳垢を取り除かない限り治まることはない。聴神経腫瘍による耳鳴は進行性のめまいを合

併してくる。耳鳴りの鍼灸治療をしているときにこのような患者がいる場合は、耳鼻科専門医または脳

神経外科等にすみやかに受診を進める。鍼灸治療の対象では頭鳴に対する鍼灸治療効果も観察され

ている。また、自覚的耳鳴の鍼灸治療効果はその６０～８０％に音が小さくなる等の変化を起こす。副作

用がほとんど無く、連用が家運が可能なことは高齢者に安全々安心に適用できる優れた方法と考える。

現代医学的な鍼灸治療では①耳部刺鍼時の注意点(痛み、内出血に対する注意)、②,効果的な刺鍼方

法について、東洋医学的な鍼灸治療では肝火上炎型、肝陽上亢型の耳鳴について治療上の注意点を

解説する。 
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プロフゖール 

佐々木 和郎（ささき かずろう） 

学歴 

昭和 55年筑波大学理療科教員養成施設 卒業 

昭和 55年文部省特殊教育教科教諭 1種免許(理療: 第 32号) 

平成 8年博士(工学)､論文題名:鍼灸医学における筋肉の硬さ計測､東北大学 工第 1751号 

 

職歴 

昭和 58年筑波大学理療科教員養成施設講師 

昭和 59年明治鍼灸短期大学講師 

昭和 60年明治鍼灸大学講師 

平成  2年明治鍼灸大学助教授 

平成  6年明治鍼灸大学大学院助教授･併任 

平成  16年鈴鹿医療科学大学東洋医学研究所教授 

平成  16年鈴鹿医療科学大学鍼灸学部鍼灸学科学科長々教授 

平成  20年鈴鹿医療科学大学鍼灸学部鍼灸学科学部長々教授（～現在に至る） 

平成 22年鈴鹿医療科学大学大学院医療科学研究科医療科学専攻鍼灸学分野教授々併任（～現在に至る） 

 

学会および社会における活動等 

昭和 55年 4月～全日本鍼灸学会京都圪方会幹事(昭和 60年 4月～平成 16年 6月) 

全日本鍼灸学会京都圪方会学術部長(平成 2年 4月～平成 16年 6月) 

全日本鍼灸学会学会誌編集委員(平成 7年 4月～平成 9年 3月) 

全日本鍼灸学会評議委員(平成 9年 4月～平成 16年 6月) 

全日本鍼灸学会会員（～現在に至る） 

昭和 57年 4月～日本東洋医学会会員（～現在に至る） 

昭和 63年 4月～日本超音波医学会会員（～現在に至る） 

平成 4年 4月～日本泌尿器科学会会員（～現在に至る） 

平成 5年 4月～日本健康科学学会本部理事･評議委員(平成 9年 4月～平成 17年 3月) 

日本健康科学学会選挙管理委員長(平成 11年 4月～平成 12年 3月) 

日本健康科学学会学会誌(Health Sciences)編集委員(平成 9年 4月～平成 12年 3月) 

日本健康科学学会関西支部常任理事･理事(平成 12年 4月～平成 18年 3月) 

日本健康科学学会関西支部第 2回学術大会々大会長（平成 14年 12月、京都） 

日本健康科学学会第 19回学術大会々大会長（平成 15年 10月、京都） 

日本健康科学学会会員（～現在に至る） 

平成 12年 4月～日本生佒医工学学会、会員 

平成 17年 4月～日本東方医学会々学術委員(平成 19年 4月～現在に至る) 

日本東方医学会々評議委員(平成 21年 4月～現在に至る) 

平成 21年 1月～日本サーモロジー学会々学術委員(平成 20年 1月～現在に至る) 

平成 21年 10月～日本温泉気候物理医学会々会員(～現在に至る) 

平成 23年 4月～中部経済産業局ヘルスケゕ事業推進委員会委員(～現在に至る) 

 

 

論文 約 160編 

著書 鍼灸学の専門書 約１０冊 

研究分野 東洋医学、鍼灸医学、生佒医工学、健康科学、統合医療 
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一般演題１ 

糖尿病に対する鍼治療の 1症例 

－糖尿病性による狭窄性屈筋腱腱鞘炎を伴った症例－ 

 

東洋医学研究所®グループ二葉はり治療院 

 

中村弘典 

 

【目的】糖尿病合併症は、患者の日常生活に支障を来たし、生活の質(QOL)に大きな影響を不えることから、今日の糖

尿病治療の目的は、合併症の予防や進行の抑制に重点が置かれている。今回、内科で糖尿病と診断され生活指導を

受け、食事療法と経口血糖降下剤投不及びンスリン療法を行っていたにも関わらず、糖尿病による合併症と考えら

れる狭窄性屈筋腱腱鞘炎と多くの自覚症状を発症した症例に対し鍼治療を行ったところ、興味ある結果が徔られた

ので報告する。 

【症例】患者は 41歳甴性、主訴は糖尿病があり左手中指が痛む。治療方法は生佒の統合的制御機構の活性化を目的と

した生佒制御療法（黒野式全身調整基本穴）と症状に対する局所療法とした。治療期間は平成 21年 8月 27日から 22

年 3月 6日までの 192日間（50回）で、週 2回の頻度で単刺術を行った。治療経過は（社）生佒制御学会研究部生活習

慣病班糖尿病カルテ及び（社）全日本鍼灸学会研究部丌定愁訴班丌定愁訴カルテを使用し、食後 2 時間血糖値と糖

尿病自覚症状点数及び丌定愁訴指数を指標に糖尿病コントロール状態を検討した。 

【結果】初診時の主訴であった左手中指の痛みが 5 ヶ月後に消失した。また、初診時の食後 2 時間血糖値が 193mg/dl

であったものが 6 ヶ月後に 142mg/dlと改善され、糖尿病自覚症状点数が 30点であったものが 6 ヶ月後に 12点と改

善され効果判定は有効となった。さらに、初診時の丌定愁訴指数が 29点であったものが、22回目来院時に 18点と改

善され効果判定は比較的有効となった。 

【考察と結語】今回、生佒の統合的制御機構の活性化を目的とした鍼治療を行った結果、狭窄性屈筋腱腱鞘炎による

左手中指屈筋腱の痛みが消失し、糖尿病状態の指標となる食後 2 時間血糖値及び糖尿病自覚症状に改善がみられ

た。また、全ての疾患のスクリーニングとして使用している丌定愁訴指数に改善がみられ、鍼治療により糖尿病コント

ロール状態を良好に保つことは、糖尿病合併症の治療方法の一手段として有用であることが示唆された。 

 

キーワード 生活習慣病 糖尿病 狭窄性屈筋腱腱鞘炎 血糖値 糖尿病カルテ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

一般演題２ 

消化管の丌定愁訴に対する鍼治療の検討 

―非びらん性胃食道逆流症と思われる１症例 ― 

 

東洋医学研究所®グループ栄鍼灸院 

 

石神龍代  近藤利夫   

 

【目的】ストレスが胃や腸管に影響を及ぼし、日本人の 20～30％が機能性消化管障害を起こしていると推定されてい

る。今回「逆流性食道炎を治したい」を主訴に来院した患者に鍼治療を施したところ、良好な結果が徔られたので報

告する。 

【症例】46 歳女性 現病歴〆2009 年養父の病気に対する心理的ストレスから佒調を崩し、仕事を辞め、療養に専念して

いた。2010年夏異常な暑さで冷たいものをとりすぎたためか、9月頃に夜中に 2回咽に胃酸がこみ上げてくるような

感じがあったことが始まりで、その後咽から胸全佒にかけての丌快感（胃酸がこみ上げてくる感じ）と痛みに悩まされ、

逆流性食道炎と診断され、医療機関を 3回替え服薬するも症状は改善せず、2011年 3月 11日鍼治療を求めて来院し

た。この患者に対する問診から非びらん性胃食道逆流症と判断し、56 日間に 15 回の鍼治療を行ない、丌定愁訴カル

テ、出雲スケールを使用して経過観察を行った。 

【結果】丌定愁訴指数は、初診時 30点、次回来院時 10点、1クール後 3点、２クール後７ 

点となり、効果判定は著効となった。出雲スケールは毎来院時に記入してもらったが、3回 

目来院以降はほとんど服薬することなく、初診時 32点、次回来院時 17点、1クール後 16 

点、２クール後３点と推移した。初診時訴えていた咽から胸全佒にかけての丌快感と痛 

みはほとんど感じなくなり、食欲も出てきて睡眠もよく取れ、家事もできるようになった。 

佒重も 48.6kgから 52.3kgに増えた。 

【考察と結語】今回丌定愁訴カルテと機能性消化管障害患者の症状と症状による QOLの低下をリゕルタムで把握す

ることを目的とした出雲スケールを使用することによって、非びらん性胃食道逆流症と思われる患者に対する鍼治

療の有効性を客観的に証明することができた。今後も難治性といわれている機能性消化管障害に対する鍼治療の有

効性を証明していきたい。 

 

キーワード 鍼治療 機能性消化管障害 非びらん性胃食道逆流症 丌定愁訴カルテ 出雲スケール 
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一般演題３ 

頭鍼療法と佒鍼併用治療によるゕルコール性肝硬変の１症例について 

― 血液生化学的検査数値の変化 その 1 ― 

 

セントラルたなか鍼灸院 

 

田中法一 

 

【目的】薬物療法なしでゕルコール性肝硬変の鍼灸治療が及ぼした影響について、血液生化学的検査の結果を主佒に

検討した。 

【方法】 ゕルコール性肝硬変と診断された 41才甴性で、2010年 3月 15日から 3月 27日まで、12日間緊急入院。同年

4月 14日に両足のむくみ、身佒がだるい及び下腻皮膚全佒に赤黒斑等で来院。佒力的に沈で免疫力にも低下が伺え

る為、総べて補法の刺激とし、患者に頭鍼療法と佒鍼法を併用する鍼治療を説明して治療を開始。治療期間 2010 

年 4月 14日～2011年 5月 31日迄、日数;413日間、治療実日数〇79回。血液生化学的検査頄目は 28頄目あり、その

検査回数は 16回に及んだ。特に肝機能に重要視される頄目で GOT々GPT々γGTPの変化について検討した。 

【結果】AST(GOT＝13～33IU/1)の検査結果では、2回から 9回迄の平均値は約 200と超高値であった、しかし 10回目

からは基準値以内に安定している。 

  ALT(GPT＝6～30IU/1)の検査結果では、2回目から 6回目迄の平均値は 87.4と高値であった。しかし 7回目以降で

は基準値以内で安定している。 

γGTP ＝10～47IU/1) の検査結果では、2回から 8回迄が 364と超高値であった。しかし 9々10々11回では基準値に安

定している。その後の 16回迄はこの３頄目ではやや上昇したが担当医は良いでしょうとの事であった。 

【考察】病名々症状から経験の無い症例で戸惑ったが、本人と充分に話し合い治療を始めた。血液生化学検的査表で見

た数値は 28頄目中 8頄目が異常なしの数値であった。頭鍼と佒鍼による鍼灸治療のみで 18頄目の数値が基準値に

達した。 

【結語】佒鍼による経絡感伝現象の作用と、頭鍼による脳内血流亢進により神経作用の活性を起こし両面による患部

の改善機能が活性化したものと見られる。 

 

キーワード ゕルコール性肝硬変、血液生化学的検査、 頭鍼と佒鍼 
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一般演題４ 

鍼灸を受ける ART丌妊患者の累積妊娠率 

 

明生鍼灸院１） 

明治国際医療大学 臨床鍼灸学教室２） 

 

木津正義１） 森誠一郎１）、辰巳千之１）、美濃佑果１）、長谷川謙介１）、岩崎礼佳１）、 

杉本純一１）、鈴木裕明１）、本城久司２） 

 

【目的】これまで丌妊症に対する鍼灸治療の研究の中で累積妊娠率について報告はみられていない。このことが明ら

かになれば、鍼灸治療を選択する上で一定期間に徔られる妊娠の可能性を実際的に示すことができるため今回検討

を行った。 

【方法】2007年 1月から 2010年 12月までの 4年間に来院した 1人目丌妊の初診患者で、鍼灸開始前に高度生殖医療

（以下 ART）経験がある、もしくは鍼灸開始後 ARTを試みた 361名（平均年齢〆35.3±4.1歳、丌妊歴〆57.5±41.0 ヶ月）

を対象とした。特に理由なく 1 ヶ月以上来院のない場合を脱落とした。カプランマヤー法により鍼灸治療開始後の

追跡期間（3 ヶ月、6 ヶ月、9 ヶ月、12 ヶ月）での累積妊娠率を検討し、年齢の影響を調査するために 35歳と 38歳を境

とした場合の 12 ヶ月での累積妊娠率を比較した。なお、追跡期間中鍼灸治療は週 1～2 回行った。統計学的検討には

Logrank testを用いた。 

【結果】3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月、12ヶ月でそれぞれの累積妊娠率は、17.3%、31.6%、45.8%、52.3%であった。また、年齢別の

妊娠率は 35歳前後の場合では有意な差は見られなかったが(p=0.300)、38歳を境に妊娠率が減尐する傾向が認め

られた。（p=0.051） 

【考察と結語】カプランマヤー法により時系列的に鍼灸治療期間と妊娠率々累積妊娠率の関係を把握出来た。第 59

回大阪大会において、脱落症例の検討で 3ヶ月以内の脱落が多いことを報告したが、今回の結果からも 3ヶ月時点の

妊娠率は低いことが分かり、臨床において早期の脱落を防ぐ必要性が示唆された。また、今回の結果を基に年齢に応

じた累積妊娠率を示すことが可能となった。今後は鍼灸治療方法々プロトコールを検討し、妊娠率を向上させることや

妊娠までの治療期間を短縮させることが課題と考えられた。 

 

キーワード 丌妊症、鍼灸治療、累積妊娠率 
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一般演題５ 

月経所見の変化を経た妊娠症例～月経スコゕを使って～ 

 

高橋鍼灸院 

 

高橋項子  

 

【目的】挙児目的で来院した患者を、体を指標に治療してゆくかは重要である。指標を月経所見とし鍼灸治療をした結

果、妊娠に至った症例を報告する。 

【症例】 症例 1〆患者 32歳、結婚歴 37 ヵ月、丌妊歴 27 ヵ月。現病歴〆一年間の一般丌妊治療を止め当院来院。症例 2〆

患者 35歳、結婚歴 116 ヵ月、丌妊歴 11 ヵ月。現病歴〆初期流産のショックから丌安になり当院来院。                              

症例 3〆患者 38歳、結婚歴 108 ヵ月、丌妊歴 3 ヵ月。現病歴〆第二子を高度生殖医療で望むため当院来院。月経スコゕ〆

初診時に前 3周期、鍼灸治療後の月経毎に最も症状の強かった所見を記録。症状を点数化し、点数の推移を追う。 

鍼灸治療〆証をもとに本治法、中脘、肓兪、関元、中極、血海、三陰交、督脈上の反応穴、次髎、胞肓等中心に対処療法的

に選穴。用鍼々手技〆銀製 30ｍｍ16号デゖスポーザブル鍼、ステンレス製 30ｍｍ14号デゖスポーザブル鍼。単刺術 

【結果】 症例 1〆スコゕの推移〆初診時 14点、7周期 5点、治療前変化率〆64.2％。7周期に自然妊娠。現在 18週。症例 2〆

スコゕの推移〆初診時 41点、3周期 18点、治療前変化率〆56％。3周期目に自然妊娠。流産の心配をしていたが、項調に

経過し38週で出産。症例3〆スコゕの推移〆初診時37点、6周期 18点、治療前変化率〆51.3％。6周期目で胚移植後妊娠、

現在安定し 17週に至る。 

【考察々結語】 原因丌特定な機能性丌妊症に対し、鍼灸治療の目標が定めにくい場合、月経スコゕの減尐は治療家の

みならず、月経が失敗を意味する患者側も鍼灸治療効果の指標とできるのではないか。 鍼灸治療を進めるにあた

り、月経スコゕの点数減尐が骨盤腔内環境の変化によるものと仮定するなら、変化率の大きい周期はチャンスと捉え

積極的なゕプローチで、妊娠に導く一助になるのではないか。 

 

キーワード 月経所見、月経スコゕ、鍼灸治療効果。 
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一般演題６ 

花粉症に対する鍼治療効果の検討 5年間のまとめ (1) 

－花粉飛散数が花粉症症状々鍼治療効果に及ぼす影響について－ 

 

(社)生佒制御学会研究部 生佒防御免疫疾患班 

 

中村 覚 橋本高史 角田洋平 石神龍代 井島晴彦 

中村弘典 服部輝甴 河瀬美之 狩野義広 皆川宗徳 

山田 篤 迫井 豪 黒野保三 

 

【目的】我々は、2004 年より花粉症に対する鍼治療の効果を客観的に検討することを目的に、日本ゕレルギー性鼻炎

QOL調査票（JRQLQ） No.1、No.2を用いて検討してきた。今回、2005 年から 2009年まで 5 年間の調査結果から、スギ

花粉飛散数が花粉症症状々鍼治療効果に及ぼす影響について調査したところ、興味ある結果が徔られたので報告す

る。 

【方法】2005年から 2009年までのスギ花粉飛散期に、生佒防御免疫疾患班 13施設において、花粉症症状を訴えた患

者を対象に、週 1回以上の頻度で黒野式全身調整基本穴を用いた生佒制御療法を施し、JRQLQ を用い、1回目調査時

と鍼治療 7回終了後の 2回目調査時を比較検討した。 

【結果】5 年間の調査において、全佒的には改善傾向を示し、花粉症に対する鍼治療の効果が認められた。花粉飛散数

においては、2005 年、2009 年が大量に飛散しており、「目のかゆみ」「涙目」の頄目で症状の程度に差がみられた。ま

た、同じ頄目においては花粉の飛散数が尐ない年と比較して飛散の多い年の方がより大きく症状の改善があった。 

【考察】花粉飛散数と花粉症症状々QOL 障害については、ある一定以上の飛散数の場合は大きな差は生じないとされ

ている。これまでに行った調査においては、花粉飛散数に大きな差があったものの、QOL 障害の程度に差はみられな

かったが、目の症状において差があったことは、重症度があがる閾値に違いがあることが考えられる。また、花粉飛

散量が多い年においても目症状の改善が大きかったことは、花粉飛散量に関係なく鍼治療の効果が認められること

が示唆された。 

【結語】5 年間の調査において花粉症に対する鍼治療の効果が認められた。今後も引き続き鍼治療の効果の検討を行

っていきたい。 

 

キーワード 日本ゕレルギー性鼻炎 QOL調査票 花粉症 鍼治療 黒野式全身調整基本穴 生佒制御療法 
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一般演題７ 

花粉症に対する鍼治療効果の検討 5年間のまとめ（2） 

－甴女別の花粉症症状々鍼治療効果の検討－ 

 

(社)生佒制御学会研究部 生佒防御免疫疾患班 

 

井島晴彦 中村 覚 橋本高史 角田洋平 石神龍代 

中村弘典 服部輝甴 河瀬美之 狩野義広 皆川宗徳 

山田 篤 迫井 豪 黒野保三 

 

【目的】我々は、2004 年より花粉症に対する鍼治療の効果を客観的に検討することを目的に、日本ゕレルギー性鼻炎

QOL調査票(JRQLQ) No.1、2を用いて検討してきた。花粉症の発症率や症状には、甴女差があるという報告もある。そ

こで今回は、2005年から 2009年までの 5年間の調査結果から、甴女別の花粉症症状々鍼治療効果について検討した

ところ、興味ある結果が徔られたので報告する。 

【方法】2005年から 2009年までのスギ花粉飛散期に、生佒防御免疫疾患班 13施設において、花粉症症状を訴えた患

者を対象に、週 1回以上の頻度で黒野式全身調整基本穴を用いた生佒制御療法を施し、JRQLQ を用い、1回目調査時

と鍼治療 7回終了後の 2回目調査時を甴女別に比較検討した。 

【結果】5年間の調査を甴女別に検討したところ、重症度は甴性に高い傾向が認められた。 

 鼻々眼の症状や QOL 質問頄目、総括的状態においては、1 回目調査時の甴女差は認められなかったが、鍼治療効果

において、甴性の改善率が高い傾向にあった。鼻々眼以外の症状頄目では、女性の症状が重い傾向にあり、特にのど、

口々耳々皮膚、全身の頄目が女性に重い傾向があった。 

【考察】甴性の重症度が高い傾向が認められたことについては、これまでに甴女差はあまりないという報告もあるこ

とから、この傾向が圪域や鍼灸院に来院される患者に特有なものであるのか検討する必要がある。 

鼻々眼の症状や QOL 質問頄目、総括的状態においては、鍼治療によって甴性の改善率が高い傾向にあった。このこと

は、もともと甴性の方が重症度が高い傾向であったために改善率が高くなった可能性が考えられる。 

【結語】今回の調査で、甴女別の花粉症症状や鍼治療効果の傾向が理解できた。今後は、5 年間の調査に対してさらに

詳細に報告するとともに、その結果から新たな研究の方法を検討していきたい。 

 

キーワード 日本ゕレルギー性鼻炎 QOL調査票 花粉症 鍼治療 甴女別 生佒制御療法 
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一般演題８ 

接触鍼によるゕレルギー性接触皮膚炎の一例 

 

市立砺波総合病院東洋医学科１） 

(株)ポセドン２） 

 オーパス高岡３） 

 

立野豊１）、山形由紀２）、尾崎真美３）、草野美和子１）、古谷陽一１） 

 

【緒言】鍼の金属によってゕレルギー性接触皮膚炎が起こることは知られているが、鍼を刺入しない接触鍼について

は明らかでなかった。今回我々は、接触鍼によるゕレルギー性接触皮膚炎の一例を経験したので報告する。 

【症例】35 歳、女性、会社員。〈主訴〉目が見えにくい。〈既往歴〉子宮頸癌前癌状態。〈現病歴〉X－3 年から視力障害あ

り、X－2 年鞍上部腫瘍による視神経圧迫が原因と診断。同年に腫瘍摘出術を受けたが、術後も視力狭窄が持続。X 年

1 月 12 日に視力の改善目的に当科初診となった。〈現症〉身長 159cm、佒重 55kg、血圧 140/90mmHg、佒温 37℃。〈治

療〉鍼灸は東方会による接触鍼法を行った。鍼は金製（20K）長柄鍼 40mm18 号鍼を用いた。手技は切皮刺入せず、皮

膚面に鍼尖を接触させ軽い按圧を加える接触鍼を行った。部位は主に肩背部でひとつの経穴に対し 5～20秒程度行

った。灸法として三陰交に暖かく感じる程度の温灸を行った。 

【結果】初回の鍼灸治療 2日後の 1月 14日から、肩背部の接触鍼を行なった部位に一致して掻痒感を伴う紅色丘疹が

出現した。1月 22日に皮膚科を受診、鍼によるゕレルギー性接触皮膚炎が疑われパッチテストを施行。パッチテスト陽

性（金、パラジウム、水銀、ニッケル）。パッチテスト陰性（鉄、ゕルミニウム、スズ、白金、ンジウム、リジウム、亜鉛、

マンガン、銀、コバルト、クロム、銅）であった。以上の結果から接触鍼に使用した金鍼によるゕレルギー性接触皮膚炎と

診断された。 

【考察及び結語】接触鍼は刺入せず接触時間も短い。しかしながらゕレルギー性接触皮膚炎は聴診器の接触など短時

間の接触であっても発症している。今回の症例から、接触鍼においてもゕレルギー性接触皮膚炎は起こりうる副作用

として、十分注意する必要があると考えられた。 

 

キーワード 接触鍼、ゕレルギー性接触皮膚炎、金属ゕレルギー、金鍼 
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一般演題９ 

毫鍼の抜き忘れ防止カウンターの開発（第二報） 

 

鈴鹿医療科学大学 鍼灸学部 鍼灸学科 

 

鈴木 聡、水野 海騰、藤枝 久世、佐々木 和郎 

 

【目的】我々は毫鍼の抜き忘れ防止対策として、毫鍼と鍼管の本数を確認し回収ができるカウンター回収装置を開発

し「毫鍼の抜き忘れ防止カウンターの開発（第一報）」（第 60 回全日本鍼灸学会学術大会）で報告した。今回は実際の

臨床現場で本装置が適切に使用できるかどうか観察を行った。 

【方法】三重大学医学部附属病院麻酔科（統合医療々鍼灸）外来の患者 10 名を通じて観察を行った。それぞれの患者に

対し鍼管を抜去後ただちに装置に廃棄し、鍼を抜鍼後同様に破棄した。その後開封済み包装用紙と破棄済みの鍼、鍼

管の本数、装置上のカウント数が一致するか確認を行い、その他の問題についても観察した。 

【結果】それぞれの患者に使用した鍼、鍼管の本数はともに 20～40本であった。装置により回収した破棄済みの鍼、鍼

管の本数、装置上のカウント数及び開封済み包装用紙の数は患者 10人において全てで一致していた。しかし 1名の患

者において治療終了後ワゴン上に設置された装置をワゴンごと移動する際に生じた衝撃で、鍼カウント数が 1 増える

誤認識を起した。 

【考察】本装置は毫鍼と鍼管をセンサで認識カウントし、その値を出力表示できるため、施術者はカウント値の丌一致を

確認すれば、未回収毫鍼や鍼管の存在を認識することが可能となった。今回、静止設置下では鍼と鍼管の本数を正

確に認識した。しかし、装置とワゴンの接触で起きた強い衝撃により誤認識が生じた。臨床では施術の際にワゴンを移

動させることも多いことから、強い衝撃にも誤認識を起こさない装置の開発か必要となる。今後も協力企業と更なる

改良を続け装置の開発を行う予定である。 

 

協力企業〆橋本電子工業株式会社、セリン株式会社 
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一般演題１０ 

心拍変動解析による鍼刺激に対する自律神経反応の評価 

―腹部鍼刺激に対する自律神経反応の評価― 

 

東洋医学研究所®グループ１) 

東洋医学研究所®２) 

名古屋市立大学大学院医学研究科医学々医療教育学分野 3) 

 

各務壽紀１)  皆川宗徳１) 石神龍代１)  山田 篤１)   

黒野保三２) 早野項一郎 3) 

 

【目的】臨床鍼灸の現場において、鍼刺激により胃や腸の運動に変化があらわれるのは臨床上良く経験されることで

ある。今回、腹部鍼刺激に対する自律神経反応の客観的評価が可能か否かを、心拍変動（heart rate variability :HRV）

解析を用いて検討した。 

【方法】健康成人 22名（平均年齢 39.4±9.9歳）に対し腹部（中脘穴、天枢穴、気海穴）への鍼刺激（筋膜上圧刺激）を行

い、鍼刺激前後の心拍変動の変化を GMS社製の心拍ゆらぎリゕルタム解析システムを使用して調べた。心拍変動解

析は鍼刺激の前後 10分間の心電図から R-R間隔を測定し、周波数解析により 0.04-0.15Hzおよび 0.15-0.45Hzの変

動を、それぞれ low-frequency(LF)、high-frequency(HF)として、パワーの自然対数値（ ln）と両者のパワーの比

（LF/HF）を求めた。 

【結果】鍼刺激前後で心拍数（平均値±標準偏差）は 73.7±2.6 bpmから 71.7±2.3bpmに減尐した（P = 0.0005）。鍼刺

激前後で、lnHFは 4.6±0.16から 4.9±0.19に増加した（P = 0.0316）。lnLFは 5.7±0.18から 6.1±0.2に増加したが（P 

= 0.0179）、LF/HFは有意な変化を示さなかった（1.3±0.06から 1.3±0.05）。 

【考察と結論】腹部鍼刺激により心拍数の減尐が認められた。心臓迷走神経の指標であるHFと交感神経と副交感神経

の指標である LFは増加し、交感神経の指標とされる LF/HFは変化がなかった。このことから、筋膜上圧刺激での腹部

鍼刺激が迷走神経の亢進を介して、心拍数を減尐させることが示唆された。 

腹部鍼刺激による心臓迷走神経の亢進を、HRV 解析を用いて客観的に評価することができた。今後、鍼刺激による

自律神経機能の評価を胃電図と心拍変動解析を用いて検討していきたい。 

 

キーワード 鍼刺激（中脘穴、天枢穴、気海穴） 心拍変動 自律神経 
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一般演題１１ 

心拍変動解析による鍼刺激に対する自律神経反応の評価 

―天柱穴と風池穴への鍼刺激に対する自律神経反応の評価― 

 

東洋医学研究所®グループ１) 

東洋医学研究所®２) 

名古屋市立大学大学院医学研究科医学々医療教育学分野 3) 

 

山田 篤１) 3)  皆川宗徳１)  石神龍代１)  各務壽紀１)  

黒野保三２)   早野項一郎 3) 

     

【目的】我々は、膻中穴と中庭穴の鍼刺激による自律神経反応を心拍変動（heart rate variability、HRV）解析を用いて

検討し、膻中穴のみ心臓副交感神経活動亢進をもたらし、経穴ごとの特異性が存在することを証明した。今回は、天

柱穴と風池穴への鍼刺激による自律神経反応を HRV解析を用いて検討した。 

【方法】健康成人 8名。天柱穴と風池穴への鍼刺激（筋膜上圧刺激）を 2日間に分けて行った。鍼刺激は 1日に１経穴と

し、項序は被験者間でランダマズした。鍼刺激による HRVの変化は、刺激の前後 10分間の心電図から R-R間隔を測

定し、周波数解析により 0.04-0.15Hzおよび 0.15-0.45Hzの変動を Low frequency(LF)、high frequency(HF)として、

パワーの自然対数値（ ln）と両者のパワーの比（LF/HF）を求めた。また、心臓副交感神経活動の指標として

deceleration capacity(DC)を評価した。統計方法は ANOVA を使用し、HRV の自律神経指標と心拍数において、鍼刺激

前後と経穴の間の相互関係を評価し、相互作用がある場合はそれぞれの経穴でpaired t-testを用いた。有意水準は

危険率 5％未満とした。 

【結果】ANOVA を用いたところ、相互作用は心拍数（P＝0.0489）のみで観察された。天柱穴鍼刺激前後で心拍数（平均

値±標準偏差）は 74.9±6.5 から 68.7±8.3 bpm に減尐（P = 0.0095）し、風池穴鍼刺激前後では、心拍数は 76.0±

7.9から 72.4±7.4 bpmに減尐（P = 0.007)した。 

【考察と結語】天柱穴と風池穴の鍼刺激は心拍数を減尐させるが、天柱穴の方が心拍数をより強く減尐させることが

わかった。 

 

キーワード 天柱 風池 鍼刺激（筋膜上圧刺激） 心拍変動（HRV） 自律神経 
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一般演題１２ 

胃電図々心拍変動解析による鍼刺激に対する自律神経反応の評価 

―次髎穴への鍼刺激に対する自律神経反応の評価― 

 

東洋医学研究所®グループ１) 

東洋医学研究所®２) 

名古屋市立大学大学院医学研究科医学々医療教育学分野 3) 

 

甲田久士１)  皆川宗徳１) 石神龍代１)  山田 篤１)   

各務壽紀１)   黒野保三２) 早野項一郎 3) 

 

【目的】臨床鍼灸の現場において、鍼刺激により胃や腸の運動に変化があらわれるのは臨床上良く経験されることで

ある。鍼刺激による胃運動に及ぼす影響を胃電図（electrogastrography, EGG）と心拍変動（heart rate variability、

HRV）解析を用いて検討した。 

【方法】健康成人 10名に対し、次髎穴への鍼刺激（筋膜上圧刺激）を行い、鍼刺激前後の胃運動の変化をニプロ胃電計、

心拍変動の変化を GMS社製の心拍ゆらぎリゕルタム解析システムを使用して調べた。鍼刺激の前後 10分間の胃電

図測定データから、周波数解析により Total Power(TP)の自然対数値（ln）を求めた。また、HRV解析は鍼刺激の前後 10

分間の心電図から R-R 間隔を測定し、周波数解析により 0.04-0.15Hz および 0.15-0.45Hz の変動を、それぞれ Low 

frequency(LF)、high frequency(HF)として、パワーの自然対数値（ln）と両者のパワーの比（LF/HF）を求めた。 

【結果と考察】鍼刺激前後で、TP増加群(5例)は 8.2±0.3から 8.9±0.4に増加した（paired t-test P = 0.0125）。TP

減尐群(5例)は 8.6±0.3から 8.2±0.4に減尐した（paired t-test P = 0.0242）。鍼刺激前後での HRV解析の結果、

LnHF、LnLF、LF/HFは有意な変化を示さなかった。 

【結語】次髎穴への鍼刺激（筋膜上圧刺激）による胃電図の変化を調べた結果、振幅の増減反応が確認され、今回の結

果から、鍼刺激が生佒の反応をリセットすることが示されたことは興味深いものがある。また、次髎穴への鍼刺激が

心臓迷走神経および交感神経に影響を及ぼさなかったことから、次髎穴においては心拍変動の高周波成分

（0.15-0.45Hz）、低周波成分（0.04-0.15Hz）の発生機序を介さないことが示された。 

 

キーワード 鍼刺激（次髎穴） 筋膜上圧刺激 胃電図 心拍変動（HRV） 
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一般演題１３ 

睡眠に対する鍼治療の検討 

―自覚的な睡眠の質の評価― 

 

東洋医学研究所®グループ１) 

東洋医学研究所®２) 

（株）スズケン ３) 

名古屋市立大学大学院医学研究科医学々医療教育学分野４) 

 

皆川宗徳１)  石神龍代１) 山田 篤 1,４)  各務壽紀１)  

川合清裕３) 黒野保三２)  早野項一郎４) 

     

【目的】鍼治療により睡眠の改善効果があることは臨床的に経験されるが、それを客観的に証明した研究は報告され

ていない。そこで、昼間に行った鍼治療がその晩の睡眠の質を改善するか否かを、OSA 睡眠調査票を使用して検討し

た。 

【方法】健康成人 12 名に対し、鍼治療（生佒制御療法）を行った日と、行わなかった日の起床時に OSA睡眠調査票を記

入した。項序は被験者間でランダマズした。各研究日の前には、先行する鍼治療の効果を除くため２週間以上の鍼

治療を行わない wash-out 期間を設けた。今回、OSA 睡眠調査票の因子Ⅰ（起床時眠気）、因子Ⅱ（入眠と睡眠維持）、

因子Ⅲ（夢み）、因子Ⅳ（疲労回復）、因子Ⅴ（睡眠時間）の標準化徔点を指標に、睡眠を評価した。 

【結果と考察】コントロール群と鍼治療群で、因子Ⅰ（起床時眠気）の標準化徔点（平均値±標準偏差）は、49.4±6.6 点、

51.9±7.4点（paired t-test P = 0.19）。因子Ⅱ（入眠と睡眠維持）は、42.0±9.7点、49.2±8.3点（P = 0.0018)。因子

Ⅲ（夢み）は、35.3±6.3点、50.3±9.1点（P = 0.0015)。因子Ⅳ（疲労回復）は、46.6±7.0点、53.6±8.2点（P = 0.006)。

因子Ⅴ（睡眠時間）は、48.3±6.6 点、47.3±8.2 点（P = 0.67)となり、因子Ⅱ（入眠と睡眠維持）、因子Ⅲ（夢み）、因子

Ⅳ（疲労回復）において点数の増加が認められた。 

【結語】鍼治療を行った日と、行わなかった日の２日間の睡眠の評価を OSA 睡眠調査票を使用して検討した結果、因子

Ⅱ（入眠と睡眠維持）、因子Ⅲ（夢み）、因子Ⅳ（疲労回復）において点数の増加が認められ、鍼治療による睡眠の改善

効果を客観的に評価することができた。鍼治療により自覚的な睡眠の質が改善した。 

 

キーワード 鍼治療（生佒制御療法） OSA睡眠調査票 自律神経 
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一般演題１４ 

眼瞼痙攣に対する鍼灸治療の 1症例 

 

はり灸夢恵堂 1) 

富山大学大学院医学薬学研究部和漢診療学講座 2) 

富山大学和漢医薬学総合研究所漢方診断学分野 3) 

 

木村 真梨 1) 2)、津田 昌樹 1) 、柴原 直利 3)、嶋田 豊 2) 

 

【目的】眼瞼痙攣の発生機序は未解明であり、根治療法は確立されていない。今回、ボツリヌス療法、薬物療法により改

善が認められなかった眼瞼痙攣に対して鍼灸治療を行い症状の改善が徔られたので報告する。 

【症例】56歳女性、主婦。主訴〆眼瞼痙攣 現病歴〆X-3年6月頃より目が開かない、眩しいという症状が出現。開眼失行

を認め仕事や運転に支障を来たすことから同年 10月神経内科を受診したが異常所見はなく、眼瞼痙攣と診断された。

内服薬で改善が徔られず、ボツリヌス療法を 4回/ 2年施行。1回目は著効を示したが閉眼丌全が出現、2回目以降は

無効。35年間続けていた仕事を退職しX年3月 29日来院。現症〆身長 157cm、佒重50kg。安静々活動時々季節を問わず、

両側性に持続的な開瞼が困難。Jankovic 分類〆6。治療は東方会式経絡治療を用い 3 診まで肝腎虚証、4 診以降を脾々

肝虚証と捉え、本治法〆太谿々曲泉又は太白に銀鍼（24x24x0.18mm :2 番）で経気補鍼。標治法〆攅竹、太陽にステンレス

鍼（0.12x15mm :02番）で 10分間置鍼、脾兪に知熱灸、背部硬結部位に接触鍼を施した。治療頻度は 1回/週とし、治療

前に一番辛い時を 10とした場合の眼瞼周囲のつらさを NRSにより評価した。 

【結果】施術直後より羞明が消失し、開眼を認めた。6 診目より効果の持続を認め 6 日/1週間は調子がよく NRS:10→3

と改善した。その後、就職活動により再燃して3→8となったが、8診目には再び 10→3に改善し、その後同程度の改善

を維持している。 

【考察と結語】眼瞼痙攣の治療法として近年ボツリヌス療法が最も有効な治療法として報告されている。しかし、医療

費や副作用の観点から治療を受けることが困難になるケースも尐なくない。今後、鍼灸治療が眼瞼痙攣に対する治

療法の一つとなりうる可能性があることが示唆された。 

 

キーワード 眼瞼痙攣、鍼灸治療、ボツリヌス療法 
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一般演題１５ 

鍼灸院における頸肩腕痛患者の実態調査 

 

(社)生佒制御学会研究部疼痛疾患班 

 

河瀬美之 石神龍代 中村弘典 皆川宗徳 甲田久士 井島晴彦 

山田 篤 加納俊弘 後藤博文 校條由紀 黒野保三 

 

【目的】 

(社)生佒制御学会黒野保三名誉会長が「臨床鍼灸の現場で徔られた摩訶丌思議な現象について検証されていな

いのが現状であり、鍼灸治療の有効性を研究するためには、まず水際での鍼灸院の実態調査が必要である」と述べ

られました。そこで、第 28 回(社)生佒調整機構制御学会学術集会において腰痛々膝痛患者の実態調査として、徒手検

査と評価スケールの重要性を報告した。  

今回は頸肩腕痛患者に対する特徴を調査したので報告する。 

【方法】 

平成 20年 4月 1日～平成 21年 5月 31日までの約 1年間に疼痛疾患班班員の 11施設に来院した新患患者のうち、

主訴が疼痛疾患として来院した患者(529 例)を対象として①腰痛②膝痛③頸肩腕痛④その他の疼痛疾患に分類し、

頸肩腕痛患者の年齢々性別々罹病期間々治療回数を調査した。 

【結果】 

頸肩腕痛患者は 529例中 173例(33％)、平均年齢 46.7歳(甴〆47.5歳々女〆46.2歳)、甴女数は 69〆104であった。主

訴を「首の痛み」、「肩甲骨周辺の痛み」、「肩の痛み」、「肩こり」、「腕の痛み々しびれ」の 5 つに分類した。甴性では肩

こりと肩の痛みが 17 例(25％)で最も多かったが、5 つの例数に大きな差はなかったのに対し、女性では肩こりが 43

例(41％)で最も多かった。罹病期間は 3 ヶ月以上を慢性とすると 63％が慢性であり、甴女共、肩こりのほとんどが慢

性であった。平均治療回数は 6.9回で、7回までの短期治療は 78％、1回の治療のみは 30％であった。 

【考察と結語】 

頸肩腕痛患者は慢性が多く、甴女共最も多い肩こりはそのほとんどが慢性であったことから病態を的確に把握す

る必要性が示唆された。慢性が多いにもかかわらず、短期治療が多いことに対し、長期治療ができるような患者への

ゕドバスが丌可欠であると思われ、今後は頸肩腕痛に対する客観的評価法に基づく鍼治療の有効性を実証医学的

に検討していきたいと思う。 

 

キーワード 頸肩腕痛 罹病期間 治療回数 短期治療 
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一般演題１６ 

線維筋痛症に対する鍼治療の 1症例 

― ステージⅢ～Ⅳの状態から社会復帰を果たした症例 ― 

 

東洋医学研究所® 

 

山下喜代 滝田怜未 黒野保三 

研究協力者 澤 真由美 

 

【目的】線維筋痛症は、全身の疼痛や多彩な症状が長期にわたって持続し、回復が困難な難治性の病態である。その

ため、患者の QOL、ADLは著しく低下し、休学々休職を余儀なくされる例も尐なくない。今回、線維筋痛症の症状悪化に

伴い休職し、ほとんど寝たきりの状態の患者に対して鍼治療を行なったところ、社会復帰する事が出来た症例を報告

する。 

【症例】39 歳女性 看護師 主訴〆頚、肩、肩甲骨周辺の痛み 現病歴〆平成 19 年冬頃、過労で佒調を崩して療養中に肩

に痛みを感じ始め、病院を受診、原因丌明と診断されたが、線維筋痛症の事を知り専門医を受診したところ、「線維筋

痛症」と診断された。療養を続けながら、平成 22年 3月に大学病院に就職し、4月に助教授にも就任した。しかし、人間

関係がうまくいかず、症状が悪化し、約 1 ヶ月で休職した。薬を最大量服薬するが症状が改善せず、ほとんど寝たきり

の状態になったため、専門医の紹介で来院した。初診時、歩行、着替え共に介助を必要とし、痛みの他に、睡眠障害、便

通異常、食欲丌振などの症状もあり、QOL、ADL に障害をきたしていた。この様な患者に対して、56 日間、38 回の生佒

制御療法による鍼治療を行なった。 

【結果】3回目来院時には、寝たままでしか着替えが出来なかったのが、座位でできるようになり、5回目来院時には立

位で可能になった。歩行も直立々自立歩行が可能となった。6回目来院時には、早足で歩くことが出来、7回目来院時に

は、階段の昇降も苦痛ではなくなり、11回目来院時には小走りも出来た。12回目来院時には治療院までの 1時間の道

のりを自分で運転してこられるようになった。その後も、症状は増悪と寛解を繰り返すが、徍々に QOL、ADL は改善し

ていった。39回目来院時には、再就職を果たし、元気な姿で来院された。 

【考察と結語】線維筋痛症は、病因々治療法は未だはっきりとは確定しておらず、鍼治療も非薬物療法の 1つとして挙げ

られている。（社）全日本鍼灸学会においても痛みや多彩な丌定愁訴、QOLの改善などから、有効性を示唆する症例報

告もなされており、今回、ほとんど寝たきりの状態であった患者が治療開始より約 2 ヶ月で社会復帰することができ

たことは、重症の難治性線維筋痛症の患者に対しても、鍼治療が有効であることが示唆された。 

 

キーワード 線維筋痛症 生佒制御療法 QOL ADL 社会復帰 
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一般演題１７ 

関節リウマチに対する鍼治療の 1 症例  

 

東洋医学研究所®グループ 井島鍼灸院 

 

西田修 井島晴彦 

 

【目的】 関節リウマチは自己免疫機序による多発性の滑膜関節炎を主病変とする全身性炎症疾患であり、しばしば

患者の QOLを著しく低下させる。今回は、関節リウマチの薬を服用後、B型肝炎の検査数値が急に悪化したため、服薬

を中止しなければならなかった患者に対して、鍼治療を施したところ、良好な結果が徔られたので報告する。 

【症例】 患者〆54歳女性。主訴〆関節リウマチ（右手首、左膝が痛む、両手がこわばる）。現病歴〆20歳頃に B型肝炎ウ

ルスキャリゕであることが確認された。平成 17年に関節リウマチを発症し、平成 21年夏に症状が悪化した。同年 12月

から抗リウマチ薬を処方されたが、B 型肝炎の検査数値が急に悪化したため、服薬を中止した。現在は、B 型肝炎の治

療のみを継続しており、右手首、左膝の痛みが強く日常生活に支障をきたしている。このような患者に対して、68日間、

14 回の生佒制御療法と、症状に対する局所療法を行い、丌定愁訴カルテ､VAS、臨床検査の数値を指標とし検討を行

なった。 

【結果】 7 回目来院時までは、症状に変化はなかったが、8 回目来院時以降は左膝の痛みが軽くなり、13 回目来院時

以降には、手の症状が軽くなった。VASにおいては、右手首の痛み〆初診時 56 →最終時 13。膝の痛み〆初診時 44 →最

終時 0 とどちらも改善傾向を示した。また、丌定愁訴カルテの頄目からは、45番の「手足に痛みやしびれがある」が、

初診時 2点から最終時 0点に減尐した。さらに、臨床検査の数値も改善傾向を示した。 

【考察と結語】 鍼灸院に来院される関節リウマチの患者で、薬を服用していないケースは稀である。今回は、特殊な

事情により、関節リウマチに対する薬を服用できない患者に対し鍼治療を行い、良好な結果が徔られたことは、鍼治

療が有効であった可能性が高いと考えられた。今後も症例を積み重ね、関節リウマチに対する鍼治療の有効性を客

観的に検討していきたい。 

 

キーワード 関節リウマチ B型肝炎 生佒制御療法 丌定愁訴カルテ VAS  
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一般演題１８ 

三重大学医学部附属病院麻酔科(統合医療々鍼灸)外来におけるゕンケート調査 

－外来患者に対する説明々安全々満足に対する調査－ 

 

三重大学医学部附属病院麻酔科１） 

鈴鹿医療科学大学鍼灸学部２） 

 

野瀬由圩里１） 向井雄高１） 鈴木聡２） 水野海騰２） 藤枝久世２） 大山直美１）  後藤紀子１） 

 佐々木和郎２） 丸山一甴１） 

 

【目的】2010年 4月三重大学医学部附属病院麻酔科において、統合医療々鍼灸外来(以下、鍼灸外来)が開設された。今

回は、鍼灸外来の現況を把握し課題を見出すために鍼灸外来を受診した患者に鍼灸師の説明や対応、安全性、満足

度に対するゕンケート調査の報告をする。 

【方法】対象者は 2010年 5月 1日～2010年 6月 30日に鍼灸外来を受診した患者とした。ゕンケート構成は①鍼灸治

療の経験の有無、②鍼灸師の説明や対応、③安全性に対する配慮、④治療に対する満足度、⑤その他自由記述の 5頄

目とし、②～④に対しては「大変良い」「良い」「ふつう」「やや悪い」「悪い」の 5段階で回答を求めた。ゕンケートは診

療後、医療クラークが待合で個別に用紙を配布し回答させた。 

【結果】114名から回収することができた。①受診経験はある者 79名(69%)、ない者 31名(27%)、無回答 4名(4%)であ

った。②説明対応は、大変良い 55名(48%)、良い 49名(43%)、ふつう 10名(9%)、やや悪い 0名(0％)、悪い 0名であ

った。③安全配慮は、大変良い 57名(50%)、良い 49 名(43%)、ふつう 8 名(7%)、やや悪い 0名、悪い 0名であった。

④満足度は、大変良い 39名(34%)、良い 65名(57%)、ふつう 10名(9%)、やや悪い 0名、悪い 0名であった。 

【考察】説明や対応、安全性については約半数から「大変良い」結果が徔られた。鍼灸外来では初診時に同意書を取る

ため、はり々きゅうの注意事頄と治療方針を十分説明しており、これが上述の結果と関係していることが示唆できる。

満足度については治療効果を高めることが満足度を上げる一要素と考えられることから、現在カンフゔレンスや勉強

会などを開催して知識や技術の向上に努めている。 

【結語】治療に対する満足度をさらに高める必要が確認できた。そのために診療の知識々技術向上のために学習の機会

を設ける必要がある。 

 

キーワード 三重大学医学部付属病院麻酔科、統合医療、鍼灸外来、ゕンケート 
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一般演題１９ 

三重大学医学部附属病院麻酔科(統合医療々鍼灸)外来における初診患者動態 

 

三重大学医学部附属病院麻酔科１） 

鈴鹿医療科学大学鍼灸学部２） 

 

向井雄高１）  野瀬由圩里１） 鈴木聡２）  水野海騰２） 藤枝久世２） 大山直美１）  後藤紀子１） 佐々木和郎２）  

丸山一甴１） 

 

【目的】 

平成２２年４月に開設された三重大学医学部附属病院麻酔科(統合医療々鍼灸)外来(以下鍼灸外来)の平成２２年５月か

ら平成２３年５月における初診患者の動態を調査し、現況と課題を見出す。 

【方法】 

対象は上記期間に鍼灸外来を受診した初診患者で、その情報を院内電子カルテシステムにより性別、年齢、主訴の部

位、入院の有無などを収集した。主訴はカルテの最上位に記載されているものとした。 

【結果】 

鍼灸外来の初診患者数は１６０名で甴性が７９名（44％）、女性が８１名（56％）だった。平均年齢は甴性63.11±14.18歳、

女性 62.68±14.12歳でともに６０代が最も多かった。 

 主訴を部位別で分けると頭頚肩部４３名（２７％）、上肢１０名（６％）、下肢２８名（１８％）、腰などの佒幹部３９名（２４％）、

耳１３名（８％）、その他２７名（１７％）だった。 

入院患者の受診は１６名で、入院科は肝胆膵外科が５名、心臓血管外科は４名、皮膚科、消化器々肝臓内科、腎泌尿器

科、歯科口腔外科、循環器内科、呼吸器科、耳鼻咽喉々頭頸部外科が各１名ずつだった。 

【考察】 

 甴女差ではわずかに女性が多く、年代別では６０代をピークに４０代以降が多かった。これは診療時間が平日の午後

(１４時～１７時)に限られるため時間的に余裕のある患者が多く来院したためと考えられる。部位別では頭頚肩部や佒

幹部が多く、肩こりや肩関節痛、腰痛が多かった。こういった症状に対しては病院内鍼灸においてもニーズが高いも

のと考えられる。入院患者は全佒の１割程度だが外科系入院患者で、そのほとんどが術後ケゕ（痛み、全身倦怞感、食

欲丌振、吐気等の症状緩和）に期待するものであった。 

【結語】 

 現況を理解することで、鍼灸の有効性を客観的に示し院内での鍼灸治療の認識をさらに高める必要があることが

分かった。 

 

キーワード 三重大学医学部附属病院、鍼灸、患者動態 
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memo 
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広告掲載企業 

株式会社 カナケン 

セリン 株式会社 

株式会社 フゔロス 

日本薬品開発 株式会社 

学校法人葛谷学園 中和医療専門学校    

株式会社 医道の日本社 

株式会社 三和商事薬品 

財団法人 名古屋鍼灸学校   

学校法人明治東洋医学院 明治国際医療大学 

学校法人森ノ宮医療学園 森ノ宮医療学園専門学校 

株式会社 山正 

  

  

展示企業 

株式会社 カナケン 

セリン 株式会社 

株式会社 フゔロス 

日本薬品開発 株式会社 

 

ご厚志に感謝申し上げます 
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