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平成 26年度（公社）全日本鍼灸学会 第 34 回近畿支部学術集会 開催概要 

 

【会  期】平成 26 年 11 月 23 日（日・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】（公社）全日本鍼灸学会近畿支部 

【参加受付】時 間： 9:30～15:30 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。 

当日、食堂は営業しておりません。 

       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： 9:30～15:00 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： 9:30～15:00 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 5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 7、Microsoft Power Point2010 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 7 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、12 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 12 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  9:50-10:00 
 （公社）全日本鍼灸学会近畿支部長 尾﨑朋文（森ノ宮医療大学） 

 
一般演題Ⅰ 10:00-10:48 
 座長 弘中昌博（森ノ宮医療学園専門学校） 王 財源（関西国際医療大学） 

01 脳血管障害と鍼灸治療（第二報） －有害事象発生後の緊急入院現場にて－ 

○朴 寅出（パク インチュル） 
 愛歯科・矯正歯科医院  

02 鍼治療の安全性向上に関する文献的検討（3） －気胸を除く臓器損傷・異物－ 

○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 

03 便通異常に対する鍼灸治療の効果 

○松熊秀明 
森ノ宮医療大学 

04 消渇について 古医書からの一考察 

○國松佳子、戸田静男 
関西医療大学大学院 

休憩 10:48-11:00 

 
一般演題Ⅱ 11:00-11:48 
 座長 宮嵜潤二（宝塚医療大学） 安藤文紀（明治東洋医学院専門学校） 

05 加齢に伴う自覚的耳鳴に対する鍼治療の 1症例 

○皇甫泰明 1)2)、鶴 浩幸 1)2)、福田晋平 1)2)、江川雅人 1)2)、今西二郎 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 附属統合医療センター  

06 高齢化社会を支える鍼灸 －介護予防・自立支援につながる一症例－ 

○井尻志郎 
東洋堂ことぶき鍼灸 

07 鍼灸における補完代替医療効果の検討（第 14 報） 

－末梢性顔面神経麻痺後遺症に対する鍼灸治療の 2症例－ 

○花谷貴美子 
花谷整骨鍼灸院 

08 肩こり特異的症状尺度と頸肩背部のこり感の部位との関連 

○新名美恵 1)、宮嵜潤二 1)2)、白井麻衣子 1)、久下浩史 1)4)、坂口俊二 3)、森 英俊 4) 
1)大阪医科大学附属病院 麻酔科、2)宝塚医療大学 保健医療学部 鍼灸学科、 
3)関西医療大学 保健医療学部 はり灸・スポーツトレーナー学科、 
4)筑波技術大学 保健科学部 保健学科 鍼灸学専攻 

昼食 11:48 -13:00 

12:00-13:00 近畿支部学術委員会(2F 会議室) 
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特別講演  13:10-14:10 

 「鍼灸の研究的側面から見た日本と海外」 
講師 山下 仁（森ノ宮医療大学鍼灸情報センター長・教授、 

            （公社）全日本鍼灸学会研究部長） 

座長 尾﨑朋文（（公社）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 木村研一（関西医療大学） 新原寿志（明治国際医療大学） 

09 鍼刺激による心拍応答と血圧及び 1回拍出量の連関 

○岡田岬 1)、谷口博志 2)、加藤慎吾 1)、濱本健太郎 1)、武島千明 1)、伊佐治景悠 3)、谷口授 4)、 
北小路博司 4)、今井賢治 4) 
1)明治国際医療大学 大学院 臨床鍼灸学講座、2)明治国際医療大学 基礎鍼灸学講座、 
3)明治国際医療大学 大学院 基礎鍼灸学講座、4)明治国際医療大学 臨床鍼灸学講座 

10 男性性機能に対する鍼刺激の効果 －中髎穴刺激の作用機序解明－ 

○伊佐治景悠 1)、谷口博志 2)、北小路博司 3)、谷口授 3)、濱本健太郎 1)、加藤慎吾 1)、 
武島千明 1)、岡田岬 1)、新原寿志 2)、今井賢治 3)、角谷英治 2) 
1)明治国際医療大学 大学院、2)明治国際医療大学 基礎鍼灸学講座 
3)明治国際医療大学 臨床鍼灸学講座、4)明治国際医療大学 泌尿器科学教室 

11 築賓穴への 2分間の接触刺激がヒラメ筋の H波に与える影響 

○髙橋 護 1)2)、谷 万喜子 3)4)、鈴木俊明 3)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)関西医療大学 保健医療学部 臨床理学療法学教室、 
4)関西医療大学大学院 保健医療学研究科 

12 偏歴への鍼刺激と触れている程度の圧刺激が肩関節屈曲 60°位保持位での肩関節周囲筋の 

筋活動に与える影響について 

○濱野弘幸 1)2)、高木綾一 2)3)、鈴木俊明 4) 
1)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)医療法人寿山会法人本部、4)関西医療大学大学院 保健医療学研究科 

13 公孫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)、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 

休憩 15:20-15:30 
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一般演題Ⅳ 15:30-16:30 
 座長 坂口俊二（関西医療大学） 久下浩史（大阪医科大学） 

14 鍼灸治療によるヒップアップ治療検討Ⅲ －MDQ への影響－ 

○中村真理 1) 2) 3)、西山由梨香 1) 2) 
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 

15 小児鍼による効果 －アレルギー症状の検討－ 

○林瑞穂 1) 2)、中村真理 1) 2) 3) 
1)関西東洋医学臨床研究会、2)まり鍼灸院、3)森ノ宮医療大学 

16 当院における開院から 5年間の患者動態 －時間帯別、曜日別、月別、性別、年代別考察－ 

○寺田拓未 
鍼灸整体いっとう堂 

17 増毛治療による効果検討 5 －症例集積 69 例－ 

○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)森ノ宮医療大学 

18 鍼灸治療による不眠症状の検討 3 

○西山由梨香 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 

 
閉会の辞 16:30-16:40 
 （公社）全日本鍼灸学会近畿支学術委員 河井正隆（明治東洋医学院専門学校） 
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特別講演 
 

 

 

「鍼灸の研究的側面から見た日本と海外」 
 

 

 
 

 

 

講師：山下 仁（森ノ宮医療大学鍼灸情報センター長・教授、 

            （公社）全日本鍼灸学会研究部長） 

座長：尾﨑朋文（（公社）全日本鍼灸学会近畿支部長） 
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鍼灸の研究的側面から見た日本と海外 

山下 仁 

森ノ宮医療大学鍼灸情報センター長・教授 

 
 日本も海外（特に欧米）も、鍼灸に対して真摯な研究もあれば自己陶酔でしかない研究もあると

いう点では同じである。しかし環境が違うせいか、同様の研究を行った場合でも観点や Research 

Question やこだわるポイントが異なることも多い。その環境の違いとは、たとえば鍼灸師以外の研

究者の多さ、医師主導の臨床試験、莫大な鍼灸研究予算、中医学方式の治療、プライマリケアでの

短時間治療、等々である。また、偽鍼の解釈、efficacy と effectiveness の使い分け、診療ガイドラ

インにおける鍼治療記載、トップジャーナルの鍼論文掲載、皮膚消毒に対する見解等については、

はっと気付かされる点と、今頃そんなことに気付いたのかとあきれる部分とがあり、いずれにして

も欧米の研究者たちの鍼灸研究のやり方と態度には興味が尽きないのである。 

 

 本講演では最近演者が興味をもった、特に医学界に影響力が強いと思われる国内外の鍼灸の研究、

文献、あるいはイベントを中心に紹介し、そこから見えてくる日本の鍼灸研究の課題と方向性を探

ってみたい。 
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01 脳血管障害と鍼灸治療（第二報） 

－有害事象発生後の緊急入院現場にて－ 

朴寅出（パク・インチュル） 

愛歯科・矯正歯科医院 

 

【目的】演者は昨年、第 33 回全日本鍼灸学会近畿支部学術集会にて、鍼灸不適応症である脳梗塞

急性期における鍼灸治療により生じた有害事象を発表した。今回、その後、脳梗塞急性

期入院時に経穴刺激による症状改善に向かった症例を発表する。尚、治療者及び患者の

了解のもとこれを発表するものである。 

【症例】49歳、男性。患者は、2011 年 8月 14 日、大阪にて日本 S学会が主催する実技講習会参加

直後、脳梗塞を発症し、その後医療機関に緊急入院となった。西洋医学的診断名は急性

期左側橋部脳梗塞であった。 

【経過】患者は脳幹部に傷害を受けたため、緊急入院後も高度の嚥下障害に見舞われた患者の右

手・右足の脱力も日増しに高度になった。入院 6 日目頃になると右総指屈曲位（グー）

で固定してしまった。受傷時より便通の無かったのに気づいた患者はプルセニド12㎎（下

剤）、テルミン座薬、グリセリン浣腸と順次試みたが奏功が無かった。そこで、澤田流神

門穴を思い出し、病室にあったボールペンで麻痺側の右手澤田流神門穴を 10分程刺激し

続けた。すると、便通があり、その瞬間右総指伸展位（パー）がとれるようになった。

その後、気管切開も免れ、回復に向かった。 

【考察】今回の脳梗塞を痰熱腑実による中風と捉えると、痰濁が下部の腸の流れを留め、腑気不通

の状態になり便秘の症状が現れたと考えられる。澤田流神門穴を刺激し、通腑・通便に

効果があったと思われる。 

【結語】西洋医学では非力であった脳梗塞急性期の便秘に、澤田流神門穴の刺激が有効であった。 
 

キーワード：脳梗塞急性期、経穴刺激、澤田流神門穴、通腑・通便 
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02 鍼治療の安全性向上に関する文献的検討（3） 

－気胸を除く臓器損傷・異物－ 

○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 

 

【目的】国内で発生した鍼臨床における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、長期的な視点で分析したものは少ない。そこで我々は、国内で鍼臨床に関連して生

じた臓器損傷(気胸を除く)・異物の症例報告論文をまとめ分析・検討を行った。 

【方法】医中誌 Web 及び PubMed を利用し、鍼臨床における気胸以外の臓器損傷・異物の有害事

象症例報告論文を検索した（2014 年 6 月実施）。対象期間は、1980 年以降とした。検索

キーワードは、医中誌 Web において「臓器損傷、異物、折鍼、伏鍼、埋没鍼」等を用い，

PubMedではMeSH termsにおいて日本語に準じた語を用いた。収集された文献を用い、

伏鍼が原因のものはその部位・発生事象を、刺鍼による損傷については発生事象・鍼施術

の状況について分析を行った。また、年代別比較についても検討した。 

【結果】33 文献 34 症例が収集された。意図しない折鍼・伏鍼によるものが 12 文献 12 症例、埋没

鍼によるものが 7 文献 8 症例、折鍼か埋没鍼か判断できないものが 5 文献 5 症例、刺鍼に

よる損傷が 9 文献 9 症例であった。伏鍼の部位は腎臓・尿管・心臓など重要臓器および肺

動脈や腹部大動脈など重要血管であった。腎臓・尿管の伏鍼では腎炎や伏鍼を核とした結

石が、心臓伏鍼では心タンポナーデがあった。刺鍼による損傷では心タンポナーデや腎損

傷、腸腰筋血腫などがあった。年代別では、1980 年代が 4 文献 4 症例、1990 年代が 17

文献 18 症例、2000 年代が 10 文献 10 症例、2010 年以降が 2 文献 2 症例であった。 

【考察】今回死亡事例はなかったが緊急の対応を要する例も報告されている。伏鍼が重要臓器・血

管に迷入する可能性があることを改めて認識する必要がある。刺鍼による損傷は各部の出

血・血腫・動脈瘤であり、不必要な深刺や粗雑な手技を避けることが大切である。年代別

では、1980 年代が少なく 1990 年代が多い。これは MRI・CT の普及により伏鍼が診断さ

れやすくなったことが要因と推察される。また、ディスポ―ザブル鍼の普及による折鍼発

生数自体の減少や出版バイアスの影響からか、2000 年代では論文数は減少に転じている。 

【結語】近年においても鍼治療後に発症した気胸を除く臓器損傷・異物の症例が報告されている。 

安全情報を定期的に更新し、卒後教育や研修に還元していくことが重要と考えている。 

 

キーワード：臓器損傷、異物、折鍼、伏鍼、文献調査 
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03 便通異常に対する鍼灸治療の効果 

松熊秀明 

森ノ宮医療大学 

 

【目的】便通異常に対する有効的なセルフケアを検討するため、安全かつ簡便で長時間刺激できる

円皮鍼を用いてその効果について検討した。 

【方法】健常成人 14 名を対象とし、測定期間は 9 週間とした。鍼刺激は中脘穴、天枢穴、関元穴

に円皮鍼を貼付した。測定項目として排便日数、排便回数、便の性状、排便量、残便感の

有無、腹痛の有無を用いた。解析は Wilcoxon 符号付順位検定を行った。なお、本実験は

森ノ宮医療大学研究倫理審査委員会の承認を得て行った。 

【結果】排便日数は刺激前期と比べ有意な差は認められなかったが、刺激期間、刺激後期において

増加傾向が認められた。排便回数は刺激期間のみ増加傾向が認められた。排便量は｢普通｣

と答えたものが刺激期間のみ増加した。便の性状は｢適度な硬さの便｣の有意な増加、｢軟

便または水様便｣の有意な減少が認められた。残便感は刺激期間、刺激後期において減少

傾向が認められた。腹痛は刺激期間での増加傾向、刺激後期での減少傾向が認められた。 

【考察】排便日数と排便回数の変化においては、排便日数、排便回数共に刺激期間中に増加傾向を

示した。排便回数を排便日数で割った値においては減少傾向が認められた。このことから

1 回で多量に排便することが可能になったと考えられる。しかし、排便量に有意な差は認

められなかった。便の性状においては、軟便または水様便の割合は刺激前期と比べ、刺激

後期に有意な減少が認められた。一方、適度な硬さの便の割合は刺激後期に有意な増加が

認められた。以上のことから、腹部への円皮鍼刺激は腸の働きに影響を与え、腸の水分吸

収作用を増加させ、軟便または水様便から適度な硬さの便に改善することが示唆された。

また、円皮鍼刺激は便通異常の随伴症状も改善させることから、便通異常を有する者の

QOL を向上させることができると考えられた。このことから、腹部への円皮鍼刺激は便

通異常に対し有効（便の性状を改善）であり、セルフケアのひとつとなることが示唆され

た。 

【結語】便通異常を有する患者の腹部に円皮鍼刺激を行った結果、腸の水分吸収作用を増加させ、

｢軟便または水様便｣を有意に減少させると共に｢適度な硬さの便｣を有意に増加させた。こ

れらのことより、円皮鍼は便通異常に対して有効な作用を持ち、セルフケアのひとつとし

て推奨できることが示唆された。 

 

キーワード：円皮鍼、下痢、便秘、セルフケア 
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04 消渇について 古医書からの一考察 

○國松佳子、戸田静男 

関西医療大学大学院 

  

【目的】増加し続ける糖尿病は、生活習慣病で現代病といわれている。古医書では「消渇」は口渇、

多飲、津液消耗の症状を呈すると述べられている。これは現代でいう糖尿病の症状と類し

ている。そのことから、古医書から「消渇」についての論述を抽出し、考察することは糖

尿病の鍼灸治療に大いに参考になると思われるので行った。 

【方法】『黄帝内経』、『諸病源候論』、『千金方』、『三因極一病証方論』、『済生方』、『普済方』、    

『丹溪心法附餘』、『古今醫統大全』、『證治準繩』、『類経』、『景岳全書譯注』が参照された。 

【結果】「消渇」について最も重要と思われる古医書の記載を年代順に以下のように列記した。 

１．『黄帝内経』奇病論篇では「口内が甘くなる。これは脾癉といい津液が脾に停滞。原

因は美食過食で、熱が溢れる。」とある。2．『諸病源候論』では「口渇で水を飲む」とい

う症状で「癰疽多発」とある。また『黄帝内経』の消渇の原因と同じ記載がある。 

3．『千金方』では「飲酒」を主な原因とし、「五臓の乾燥」を防ぐため生活習慣を慎み、

その必要性が「大癰にある」と述べている。4．『三因極一病証方論』では「消渇は精血の

消耗、津液の枯渇」と述べている。5．『済生方』では「消渇はすべて腎」とあり、『千金

方』と同じく戒めを述べている。6．『普済方』では「三消を患う者」とし、『千金方』、『済

生方』と同じく戒めがあり、原因は「心火」と述べている。7．『丹溪心法附餘』では「消

渇」を「三消」に分け、「皆熱が原因。」としている。8．『古今醫統大全』では「消渇に三

焦あり」とし、『千金方』、『済生方』、『普済方』と同じ戒めがあり、「心火の乗」と述べて

いる。9．『證治準繩』では「原因は飲食物。或いは精神の度を過ぎ」で、「陰気を損失」

とし、その結果「燥熱の鬱滞」であると述べている。10．『類経』では三消に分け「消の

陰陽」を述べ、「すべて火証とすることに疑問」を呈している。11．『景岳全書譯注』では

『類経』と同様に分けるが「虚実に分ける」ことを強調している。 

【考察】「消渇」の症状には、糖尿病による口渇、多尿、腎症、神経障害や皮膚軟部組織の感染症

と思われる記載が各古医書にみられた。「消渇」は進行した糖尿病で、合併症への診断治

療法が古医書より参考にすることができると思われた。 

【結語】「消渇」の鍼灸治療においても、生活習慣の変容が最重要であることを古医書の考察で知

ることができた。 

 

キーワード：消渇、糖尿病、合併症、生活習慣病、古医書 
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05 加齢に伴う自覚的耳鳴に対する鍼治療の 1症例 

○皇甫泰明 1)2)、鶴 浩幸 1)2)、福田晋平 1)2)、江川雅人 1)2)、今西二郎 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 附属統合医療センター 

 

【目的】加齢に伴う自覚的耳鳴に対して鍼治療を行った 1 症例について報告する。 

【症例】64 歳男性。主訴：耳鳴 現病歴：2 年前から思い当たる原因なく、両側の耳鳴を自覚した。

その半年後に耳鼻科を受診し、加齢に伴うと思われる聴力低下を指摘されたが診断名はつ

けられず、治療は行われなかった。耳鼻科医からは「耳鳴は治らない。」といわれた。そ

の後、断続的だった耳鳴が持続的になり、かつ徐々に大きくなってきたため、明治国際医

療大学附属統合医療センター『めまい・耳鳴専門外来』での鍼治療を希望した。 

所見：聴宮、完骨の指頭による圧迫で耳鳴が低音へと変化した。角孫、耳門、風池、天柱

の圧迫では耳鳴が小さくなった。随伴症状として肩こりがあり、肩こりが強くなると耳鳴

が増悪した。その他にはイライラ感、疲れ目、視力低下、顔面のほてり感、足腰の重だる

さ、睡眠が浅いなどがあった。舌診では紅舌、微黄苔、脈診では浮、数、虚が認められた。

臓腑弁証は肝腎陰虚証とした。また、Tinnitus Handicap Inventory (THI)日本語版の点

数は 44 点であり、本症例の耳鳴は中等症と判断された。鍼治療：1.滋補肝腎を治則とし

太衝、照海、復溜、三陰交に刺鍼した。2.循経取穴として合谷、外関、手三里に刺鍼した。

3.指頭での圧迫により耳鳴が変化した角孫、耳門、聴宮、風池、天柱、完骨に刺鍼した。

4.鎮静安心作用を目的として百会に刺鍼した。5.鍼治療 5 回目からは肩こりの軽減を目的

として肩井、肩外兪、肺兪に刺鍼した。鍼は全て 16 号鍼を用い、10 分間の置鍼術を行っ

た。治療の頻度は 1 週間に 1 回とし、計 10 回行った。評価法：耳鳴の大きさは Visual 

Analogue Scale(VAS)、耳鳴の重症度には THI 日本語版を用いた。さらに、標準耳鳴検

査法 1993 における自覚的表現の問診票を用いて耳鳴の大きさ、持続、気になり方につい

て評価した。  

【結果】耳鳴の VAS は初診時の左 100 mm、右 100 mm から 10 回目の鍼治療時には左 50 mm、

右 50 mm へと減少した。また、標準耳鳴検査法 1993 において耳鳴の大きさは「中くら

い」から「小さい」、耳鳴の持続は「いつも鳴っている」から「たまに止まる」、耳鳴の気

になり方は「気になるが仕事はできる」から「仕事中は忘れている」へと改善した。THI

は 44 点から 2 点に改善した。なお、随伴症状である肩こりは消失した。 

【考察および結語】計 10 回の鍼治療により耳鳴の VAS と THI、標準耳鳴検査法 1993 における耳

鳴の「大きさ・持続・気になり方」などに改善が認められた。なお、Newman らは THI

の 20 点以上の改善が臨床上有意な改善としていることから、本症例に対する鍼治療は有

効であったと考えられた。 

 

キーワード：鍼、耳鳴、高齢者、THI、VAS 
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06 高齢化社会を支える鍼灸  

－介護予防・自立支援につながる一症例－ 

井尻志郎 
東洋堂ことぶき鍼灸 

 

【目的】日本の 65 歳以上の高齢者人口は増加傾向である。2025 年には団塊の世代が、後期高齢者

となる。鍼灸師も様々な高齢者や介護者とその介護を担う人々とも関わる機会が増える。

介護予防の知識をもち、その人々に支援できる鍼灸師が、高齢化社会で望まれる。今回、

後期高齢者の女性に対し、3 年余りの鍼灸施術と当院でできる介護予防運動を継続して、

QOL を含めた介護予防・自立支援につながっている一症例を報告する。 

【症例】初診Ｘ年 74 歳女性。主訴：下肢が重い、胸腹部・背腰部の不快圧迫痛、こむらがえり。 

現病歴：X-3 年から胸腹部・背腰部圧迫痛および不快感、Ⅹ-1 年から下肢が重い、医師の

処方薬と指導も大きな変化がなく、将来への不安も重なり来院。既往歴：X-1 年立位踏ん

張りが困難にて整形外科受診。L2~4 ヘルニア、硬膜外ブロック注射。X-2 か月 血痰・息

苦しさで 9 日間入院。気管支拡張症、抗生物質治療。所見：身長 154 ㎝，体重 44 ㎏。食

欲なし、排便 1/2～3 日、表情硬い、眉間に皺、円背、座位から立位・歩行時にふらつき。

舌：乾燥、やや紅、舌苔(—)、やや裂紋、虚脈、血圧 130/68 脈拍 89 皮膚やや乾燥、臍

下力なし、脛骨部圧痕（＋）。 

【治療・経過】鍼灸施術はローラー鍼、擦過鍼、灸頭鍼による全体治療と介護予防運動の指導(週 1

回)。4 回目ストレッチ導入。5 回目脛骨部圧痕(—)、6 回目こむらがえり（—）。10 回目美容

室に行く気になった。介護予防のための基本チェックリスト、当院で可能な運動機能チェ

ック（血圧、体重、SpO2、握力、開眼片足立ち、5m 通常歩行）を行い、これらをグラフ

化。自己目標「買い物に歩いて行けること」。X+8 か月食欲が出てきた。X+1 年タクシー

で来院帰宅から、タクシー来院、帰宅徒歩 13 分。X+2 年基本チェックリストの点数減（10

点から 9 点）。散歩。X+3 年体重上昇から減少傾向(現在 54 ㎏)、SpO2 上昇傾向(92％前後

⇒94％前後)、通常歩行速度上昇安定(4.62⇒3.22)。買い物。 

【考察・結語】鍼灸施術と介護予防運動の指導を 3 年余り、要支援状態に陥ることなく介護予防が

できた。自立支援、QOL 維持、家族の負担軽減にもつながる。運動機能は、握力、片足

立ちは、下降傾向、不安定であるが、歩行速度の上昇保持ができている。現況をグラフ視

覚化することで、患者の不安感を減らし、患者の積極性や希望につなげられている。地域

に根差して貢献できている鍼灸は、今後、「高齢化社会を支える鍼灸」としても希望され、

必要とされるだろう。 

キーワード：高齢化社会、介護予防、自立支援、基本チェックリスト、運動機能チェック 
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07 鍼灸における補完代替医療効果の検討（第 14報） 

－末梢性顔面神経麻痺後遺症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】今回は手術を勧められた末梢性顔面神経麻痺後遺症の 2 症例に対し、鍼灸治療を行い、効

果が得られたので報告する。 

【症例】症例 1：32 歳男性。主訴：食事や話す時に涙が出る。口を動かすと耳鳴りを伴う。現病歴：

Ｘ年 12 月風邪を引き、左末梢性顔面神経麻痺と診断され、ステロイドの点滴やビタミン

剤を服用し、他院の鍼も受けたが、5 ケ月後末梢性顔面神経後遺症として手術を勧められ、

Ｘ年 4 月 5 日来院。症例 2：54 歳男性。主訴：右顔が引きつる。現病歴：Ｘ-1 年 8 月末

梢性顔面神経麻痺でステロイド治療を受けたが、右顔の引きつりが残り、後遺症として手

術を勧められ、Ｘ年 3 月に来院。所見：症例 1 は左頬の浮腫があり、滑脈、舌淡、白苔。

風寒外邪による経絡、気血の凝滞と弁証し、治療原則は疏通経絡、駆除風寒とした。症例

2 は目を閉じても上まぶたが十分に下がらず、口をとがらすと右目をすくめる。弦脈、暗

紅舌、苔薄白、風痰阻絡と弁証した。治療原則は平肝疏風、活血通絡、陽明、太陽、少陽、

督脈の経絡を疏通し、顔面神経の気血の促しを目的とした。鍼は頬車、翳風、陽白、水溝、

攅竹、四白、迎香、聴宮、地倉、大迎、合谷に行い、お灸は中脘、腎兪に施した。治療頻

度は週に 3 回～4 回で行った。 

【評価と結果】Visual Analogue Scale (VAS)を用いて自覚症状を評価した。症例 1 は 14 診目で

口を動かしても耳鳴りがしなくなり、27 診目時額にしわが戻り、目を閉じるようになっ

た。71 診目時食事や話す時涙が出なくなり、左頬の浮腫が消失した。VAS は初診時 87mm

から最終診時 5mm へ改善した。症例 2 は 21 診目時口をとがらすと右目を閉じる状態が

改善し、56 診目右顔の引きつる症状が消失した。VAS は初診時 92mm から最終診時 7mm

へ軽減した。 

【考察】顔面神経麻痺後遺症として顔面神経管内の神経線維が圧迫され、再生した顔面神経が本来

の支配先と異なった表情筋の病的共同運動を起し、患者の QOL を低下させている。発症

は何にかの原因で顔面を支配している主な脈絡に外邪が侵入し、気血の流れを乱し筋肉麻

痺を起す。鍼灸治療により顔面神経の血流供給が増え、神経管の浮腫による圧迫が減圧さ

れ、損傷した神経組織を修復されると考えられた。 

【結語】今回、末梢性顔面神経麻痺後遺症の 2 症例に鍼灸治療を行い、経絡気血の流れを促し、損

傷した神経組織を回復させた。手術を避けることができ、鍼灸治療は補完代替医療として

有効であると考えられた。  

キーワード：顔面神経麻痺後遺症、鍼灸、補完代替医療、QOL 向上 
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08 肩こり特異的症状尺度と頸肩背部のこり感の部位との関連 

○新名美恵 1)、宮嵜潤二 1)2)、白井麻衣子 1)、久下浩史 1)4)、坂口俊二 3)、森 英俊 4) 
 1)大阪医科大学附属病院 麻酔科、2)宝塚医療大学 保健医療学部 鍼灸学科、 

3)関西医療大学 保健医療学部 はり灸・スポーツトレーナー学科、 

4)筑波技術大学 保健科学部 保健学科 鍼灸学専攻 

 

【目的】私達は新たな特異的症状尺度として肩こりを主とした質問紙を作成した。肩こり質問紙と

こりを感じる部位による関係を見いだせれば“肩こり特異的症状尺度”の特徴が得られる

と考え調査した。 

【方法】対象は、倫理的配慮によって Web 上で同意した 111 名（男 46 名、女 65 名）とした。調

査は、7 日間（2014 年 7 月 10 日～16 日）実施し、内容は基本情報 8 問「性別、年齢、

居住地域、職業、肩こりの感じる部位・程度・左右差」と私達が既に報告している肩こり

特異的症状尺度 12 問（“上肢帯の動き”・“活動力”の因子をもつ 4 選択式質問紙）で構成

し、選択式で行った。肩こり特異的症状尺度の解析は、上肢帯の動きと活動力の合計点を

計算し、肩こりを感じる部位、肩こりの程度のカテゴリー（4 択式）を混合モデルによる

Sidack 多重比較で検討した。基礎情報は、単純集計、カイ 2 乗検定で行った。 

【結果】年齢階級では、35~39 歳（24 名：21.6％）、40~44 歳（22 名：19.8％）、30~34 歳（14 名：

12.6％）の順に多かった。居住地域は、関西が 90 名（81.1％）を占めていた。職業は、

鍼灸師・柔道整復師（34 名：30.6％）、主婦（10 名：9.0％）の順であった。肩こりの程

度には性差がなく、頸肩背部に肩こりを感じているかという質問に対し、 “常に感じて

いる”（32 名：28.8％）、“感じている”（14 名：12.6％）であった。肩こりを感じている

程度による比較では、“たまに感じる者”（0.9±0.3）より“常に感じる者”（1.9±0.3）で

上肢帯の動きの得点が高かった。肩こりを感じる部位は、頸部（3.8±1.1）より肩部（0.5

±0.3）、肩背部（1.1±0.6）、頸肩部（1.4±0.3）、頸背部（1.3±0.3）、頸肩背部（2.0±0.3）

で上肢帯の動きの得点が低かった。 

【考察】本特異的症状尺度の質問紙は、頸部のこり感が強い者に上肢帯の動きの妨げ度合が高かっ

た。一方、肩部こり感では、上肢帯の動きの妨げ度合は低かった。肩こりの程度と部位で

は、本調査紙が頸・肩・背部の広範囲を含めたこり感に対する質問紙であることが示唆さ

れた。しかし、頸部（5 名）・頸背部（6 名）・肩背部（7 名）と人数が少ないため再試の

必要も示された。 

【結語】本質問紙は、頸・肩・背部のこり感を捉えた特異的症状尺度として、新たに肩こりを評価

できるものであることが示唆された。 

 

キーワード：肩こり、調査 
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09 鍼刺激による心拍応答と血圧及び 1回拍出量の連関 

○岡田岬 1)、谷口博志 2)、加藤慎吾 1)、濱本健太郎 1)、武島千明 1)、伊佐治景悠 3)、 
谷口授 4)、北小路博司 4)、今井賢治 4) 
1)明治国際医療大学 大学院 臨床鍼灸学講座、2)明治国際医療大学 基礎鍼灸学講座、 
3)明治国際医療大学 大学院 基礎鍼灸学講座、4)明治国際医療大学 臨床鍼灸学講座 

【目的】鍼刺激による一時的な心拍数減少反応は既に多く報告されている。しかしながら、データ

を詳細にみると鍼刺激時に大きく心拍数（HR）の減少が得られる例ばかりではない。そ

こで今回は個体別の循環特性をとらえるために、鍼刺激に伴う HR の増減反応の程度と血

圧および 1 回拍出量（SV）の連関を明らかにすることを目的とした。 

【方法】男性 20 名（平均年齢 23.2 歳）を対象とし、鍼刺激に伴う心電図、連続血圧波、胸部イン

ピーダンス法による心拍出量（CO）をポリグラフを用いて測定・演算した。血圧はフィ

ナプレスを用いて右手中指より収縮期血圧（SBP）、拡張期血圧（DBP）、平均血圧（MAP）

を連続的に測定した。これらのデータは A/D コンバーターを経て PC に記録保存した後に

刺激前 2 分・刺激中 1 分のデータを演算解析し比較した。刺激前と比較して刺激中に HR

が増加した HR 増加群（n=2）、HR 増加群を除く 18 名を HR 減少量（刺激中と刺激前の

HR の差）の中央値により 2 群に分け、中央値よりも HR が大きく減少した HR 減少著明

群（n=9）、中央値内の減少に留まった HR 軽度減少群（n=9）とし、3 群の血圧、SV の

変化を観察した。0.18×40mm のステンレス毫鍼を用い、左前腕橈側に位置する手三里穴

（LI10）へ 1 分間の鍼刺激（振幅 5～10mm、1Hz の雀啄術）を行った。なお、データは

平均値±標準誤差で表示した。 

【結果】HR は平均 3.1±0.7bpm 減少した。各群の HR の変化は HR 増加群で 4.0±2.7bpm 増加、

HR減少著明群で 5.7±0.5bpm減少、HR軽度減少群で2.0±0.2bpm減少となった。血圧、

SV の変化は HR 増加群で SV の減少、HR 著明減少群で DBP と MAP の減少と SV の増

加がみられた。HR 軽度減少群では血圧、SV の大きな変化はなかった。 

【考察】本実験においても平均 HR の減少が有意に認められた。しかし詳細に分類すると、その変

化は増加と減少があった。そこで変化の程度から 3 群に分類し、血圧および SV の連関を

評価した。HR 減少著明群は我々が既に報告した結果と同様に DBP の減少と SV の増加

を伴うものであった。HR 増加群では SV の減少が観察され、循環血流量が制御されてい

るものと考えられる。HR 軽度減少群では血圧、SV の変化は他群よりも顕著な変化はな

く、鍼刺激による循環動態に対する影響は少なかった。これらのことから鍼刺激は一時的

な HR・DBP の減少、SV の増加を引き起こすものの、それらの変化は必ずしも全ての例

で起きる反応ではないことが示された。この知見から個体別の循環特性の観察が必要と考

えられる。 

キーワード：鍼、心拍数、血圧、1 回拍出量、ヒト 
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10 男性性機能に対する鍼刺激の効果 

 －中髎穴刺激の作用機序解明－ 

○伊佐治景悠 1)、谷口博志 2)、北小路博司 3)、谷口授 3)、濱本健太郎 1)、加藤慎吾 1)、 
武島千明 1)、岡田岬 1)、新原寿志 2)、今井賢治 3)、角谷英治 2) 
1)明治国際医療大学 大学院、2)明治国際医療大学 基礎鍼灸学講座 
3)明治国際医療大学 臨床鍼灸学講座、4)明治国際医療大学 泌尿器科学教室 

 

【目的】我々は、勃起障害に対して中髎穴（BL33）への鍼刺激が有効であることを報告している。

またその作用機序について、ラット陰茎海綿体内圧（intracavernous pressure：ICP）を

指標に検討したところ、中髎穴への鍼通電刺激（electro-acupuncture：EA）がⅣ群神経

線維を求心路とし、陰茎海綿体神経を興奮させ、神経終末部より一酸化窒素（nitric oxide：

NO）が放出されることを明らかにした。今回その反応が、中髎穴 EA の特異的な反応か

どうかについて検討した。 

【方法】SD 系雄性ラット（n=22）を用い、イソフルラン吸入麻酔下で実験を行った。陰茎海綿体

内に測定プローブを留置し、圧トランスデューサにて ICP を測定した。EA は、足三里穴・

三陰交穴へ 1 分間行った。EA の刺激強度は、0.5mA・1.5mA・5.0mA とした。EA によ

り ICP の上昇反応がみられた際に、一酸化窒素合成酵素阻害剤である L-NAME の投与お

よび陰茎海綿体神経の切断を行い、再度 EA を行った。 

【結果】足三里穴・三陰交穴への EA は、刺激強度 0.5mA および 1.5mA で ICP の有意な変化はみ

られなかった。一方、足三里穴への 5.0mA の EA は、ICP を刺激前 9.06±1.62mmHg（平

均±標準偏差）から、刺激中 11.63±2.80mmHg と上昇させ、有意な差を認めた（p=0.02）。

また、三陰交穴への 5.0mA の EA も、ICP を刺激前 11.42±1.81mmHg から、刺激中 12.57

±2.24mmHg と有意に上昇させた（p=0.007）。L-NAME の投与および陰茎海綿体神経の

切断を行い、5.0mA の EA を行ったところ、足三里穴・三陰交穴ともに ICP の有意な上

昇反応が消失した。 

【考察および結語】足三里穴・三陰交穴への 5.0mA の EA は中髎穴と同様に、Ⅳ群神経線維を求心

路とし、陰茎海綿体神経の神経終末部より NO を放出させ、ICP を上昇させていると考え

られる。ICP の上昇反応は中髎穴の特異的反応ではなかったが、足三里穴・三陰交穴の ICP

上昇率に比べ中髎穴の上昇率の方が高かった。このことより、臨床では中髎穴へ鍼刺激を

行なう方が有効である可能性が示唆された。 

 

キーワード：勃起機能、NO、中髎穴、陰茎海綿体内圧、自律神経 
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11 築賓穴への 2分間の接触刺激がヒラメ筋の H波に与える影響 

○髙橋 護 1)2)、谷 万喜子 3)4)、鈴木俊明 3)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)関西医療大学 保健医療学部 臨床理学療法学教室、4)関西医療大学大学院 保健医療学研究科 

 

【目的】先行研究である 2 分間の築賓穴への集毛鍼刺激では集毛鍼刺激が脊髄前角細胞に影響を及

ぼすことがわかっている。しかし、集毛鍼刺激は痛覚、触覚、圧覚、振動覚を含む複合刺

激であると考えられるため、どの受容器を介して脊髄に反応を及ぼすかは考察が困難であ

る。そのため、今回は痛覚、触覚、圧覚、振動覚を含む複合刺激と考えられる集毛鍼刺激

の試行と集毛鍼に蓋を装着することで痛覚への刺激をなくし、触覚、圧覚、振動覚に対す

る複合刺激の試行の各々の脊髄前角細胞に与える影響を検討し比較を行った。 

【方法】対象として、本研究における個人情報は、性別、年齢の平均のみを公開すること、また、

研究の概要を文章ならびに口頭で説明し、対象者が十分に理解したうえで承諾を得た健常

者 10 名を対象とした。被験者を腹臥位とし、安静時、刺激開始時、刺激開始 1 分、刺激

終了直後、5 分後、10 分後、15 分後に脛骨神経刺激によるヒラメ筋の H 波を計 7 回導出

した。刺激は集毛鍼に蓋を装着して行う試行と通常の集毛鍼刺激を行う試行をした。刺激

部位は左の築賓穴に 2 分間行った。統計方法は対応のある 2 群において二元配置分散分析

を行い、事後検定として Tukey の方法で多重比較検定をおこなった 

【結果】蓋付き集毛鍼刺激でのヒラメ筋振幅 H/M 比は、刺激開始時と比べて刺激 10 分後に、刺激

開始１分と比べて刺激 10 分後に有意な増加を認めた(p<0.05)。通常の集毛鍼刺激でのヒ

ラメ筋振幅 H/M比は、安静時と比べて刺激 15分後に有意な増加を認めた(p<0.05)。また、

通常の集毛鍼刺激のヒラメ筋振幅 H/M 比は、刺激開始時と比べ刺激 10 分後、15 分後に、

刺激開始 1 分と比べ刺激 10 分後、15 分後に有意な増加を認めた(p<0.01)蓋つき集毛鍼刺

激と通常の集毛鍼刺激によるヒラメ筋の振幅 H/M 比では交互作用は認めなかった。 

【考察】蓋付きの集毛鍼刺激と通常の集毛鍼刺激でのヒラメ筋振幅 H/M 比には交互作用を認めな

かったことから、蓋付きでの集毛鍼刺激と通常の集毛鍼刺激はヒラメ筋振幅 H/M 比に同

様の影響をもたらすことが考えられた。そのため、脊髄前角細胞の興奮性の変化をもたら

すのは痛覚に関係する作用よりも触覚、圧覚、振動覚に関係する作用が主であると考えら

れた。 

【結語】蓋付きの集毛鍼刺激と通常の集毛鍼刺激が脊髄前角細胞にどのような影響をもたらすか H

波で検討し、比較を行った。脊髄前角細胞への影響は主に触覚、圧覚、振動覚への刺激で

変化をもたらす可能性が示唆された。 

 

キーワード：集毛鍼、H 波、脊髄前角細胞 
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12 偏歴への鍼刺激と触れている程度の圧刺激が肩関節屈曲 60°位 

保持位での肩関節周囲筋の 筋活動に与える影響について 

○濱野弘幸 1)2)、高木綾一 2)3)、鈴木俊明 4) 
1)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)医療法人寿山会法人本部、4)関西医療大学大学院 保健医療学研究科 

 

【目的】五十肩など可動域制限を認める肩関節疾患では、三角筋前部線維（DA）の筋緊張亢進の

改善に難渋する症例を経験する。第 32 回近畿鍼灸学術集会において肩関節可動域制限患

者に対して偏歴への鍼刺激は、肩関節屈曲 60°位保持での DA の筋活動を減少させたと

報告した。一方、諸家らによると腱への圧刺激は筋緊張抑制に作用すると報告されている。

偏歴は母指外転筋腱上に位置しており偏歴への鍼刺激が圧刺激となりDAの筋活動を減少

させた可能性が考えられた。そのため、DA の筋活動に与える影響について偏歴に鍼刺激

と圧刺激を行い検討した。 

【方法】対象は健常男性 24 名、年齢 27.5±4.9 歳の利き手とした。24 名を無作為抽出で鍼刺激群

8 名、圧刺激群 8 名、無刺激群 8 名に分類し研究対象とした。なお、対象者には研究内容

を説明し同意を得た。運動課題は 3 群ともに 10 秒間の肩関節 60°屈曲保持とした。鍼刺

激はディスポーザブル鍼（日進医療器製）を用い偏歴に 5mm の深度で刺入した。置鍼時

間は筋活動抑制を目的に鈴木らの報告を基に 5 分間とした。圧刺激は触れている程度の圧

刺激を偏歴に 5 分間行った。無刺激群は 5 分間安静とした。運動課題中に DA、三角筋中

部線維（DM）、上腕二頭筋（BB）、僧帽筋上部線維（TU）、前鋸筋（SA）の筋活動を筋

電計（キッセイコムテック社製）で記録した。その結果から安定した 5 秒間の筋電図振幅

積分値（IEMG）を算出した。安静位における IEMG を基準とし、各刺激後における筋活

動を IEMG 相対値（相対値）として求めた。統計学的検討は対応のある t 検定を用いて、

危険率 5％未満とした。 

【結果】鍼刺激群は DA の相対値において鍼刺激前 42.1±25.6 と比較し、鍼刺激後 32.2±23.1 と

有意に低下した（p＜0.05）。一方、DM、BB、TU、SA の相対値は有意差を認めなかっ

た。また、圧刺激群、無刺激群の相対値は各筋において有意な差は認めなった。 

【考察】肩関節 60°屈曲保持での偏歴への鍼刺激で DA の IEMG は低下を認めた。偏歴への鍼刺

激が感覚刺激となり興奮した橈骨神経線維が抑制性介在ニューロンを介してα運動ニュ

ーロンに抑制性にシナプスした結果、DAの IEMGが減少した可能性が推察された。一方、

圧刺激群の IEMG は有意な差を認めなかった。鈴木らは経穴刺激理学療法で、刺激後５

分後まで筋活動低下傾向を認めたと報告している。経穴刺激理学療法と比較し本研究の刺

激強度は触れている程度の弱い刺激であったため、圧刺激群の IEMG が刺激前後で差を

認めなかったと推察した。 

キーワード：三角筋前部線維、肩関節、鍼、筋活動、偏歴 
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13 公孫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)、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 

 

【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を運動器疾患への治療に応用する目

的でおこなった。先行研究では、内側広筋に対する循経取穴として太陰脾経の原穴である

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。そして結果では、太白において非経穴と無刺激と比較して内側広筋にのみ筋活動の変

化を認め、経穴特有の効果があると報告した。藤田らは原穴への軽度な鍼刺激で経絡現象

が見られたと報告している。しかし先行研究では、太白特有の効果と経穴の効果を分析す

ることが困難であった。そのため、今回は公孫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を検討した。 

【方法】対象は、本研究に同意した膝関節に異常を認めない健常者 8 名（平均年齢 22.5±3.0 歳）

の利き足とした。鍼課題は公孫への鍼刺激をおこなった。鍼刺激方向は直刺、刺入深度は

5 ㎜とした。表面筋電図の記録筋は内側広筋斜頭(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。膝関節伸展運動時の表面筋電図測定は、鍼刺激前、鍼刺激直後、

5 分後、10 分後、15 分後に置鍼状態でおこなった。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の 40％強度での等尺性収縮を 5 秒間、10 秒間隔で計 3 回お

こなった。筋電図解析では記録した 5 秒間の中間 3 秒間の筋電図積分値(IEMG）を筋活

動の量的変化の指標として求めた。また同時にハミング窓を用いて高速フーリエ変換し、

中間周波数(MdPF)を筋活動の質的変化の指標として求めた。統計学的検討は、各筋にお

ける IEMG および MdPFの経時的変化を一元配置分散分析にて比較した。有意水準は 5％

未満とした。 

【結果】公孫への鍼刺激における IEMG および MdPF の経時的変化に関しては、4 筋すべて変化

を認めなかった。 

【考察】太白と公孫は、共にデルマトーム L4 レベル上に存在する足太陰脾経の経穴である。先行

研究において太白への鍼刺激により VMO に変化が生じたのに対して、本研究の公孫への

鍼刺激における IEMG および MdPF の経時的変化では、VMO に変化が生じなかった。

これは太白の原穴としての作用が関与する可能性がある。そのため VMO に対する循経取

穴を用いた鍼治療では、原穴である太白を用いることが有効であると考えられた。 

キーワード：公孫、内側広筋、循経取穴 
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14 鍼灸治療によるヒップアップ治療検討Ⅲ 

－MDQ への影響－ 

○中村真理 1) 2) 3)、西山由梨香 1) 2) 
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】我々は第 64 回全日本鍼灸学会にて、ヒップアップ治療を受けた 80 名のヒップの状態に関

して、有意に改善していると報告した。本報告では、MDQ （Menstrual Distress 

Questionnaire）8 尺度の月経前・中における鍼灸治療の効果について検討したので報告

する。 

【方法】対象は、当院にて H24.3～H25.12 月にヒップアップ治療を受診した 85 名（平均年齢 41.1

歳±5.2 歳）中 MDQ のデータが入手可能であった 25 名とした。調査は、施術前とヒップ

アップ治療後 1 クール目の月経周期終了時に実施した。調査内容として、月経症状の変化

には秋山らの月経随伴症状（MDQ）を用いた。この尺度は 47 症状中「44.食べ物の好み

が変わる」のみを除いた 8 つの下位尺度 46 項目から構成されている。各項目は、「症状な

し」「弱い」「中くらい」「強い」の 4 件法で回答してもらい、0～3 点の順序得点に換算し

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 48mm18 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 （Numeric Rating Scale）0～10 の 11 段階、最大の悩みを

10 として評価した。分析 : 施術前後でノンパラメトリック分析として、比較検定をウィ

ルコクソンを用いて検討した。P 値は 5％未満とした。  

【結果】MDQ の変化は、月経前では、「否定的感情」7.7±1.8 から 4.5±1.6「行動の変化」4.7±

1.4 から 2.9±1.2「痛み」6.3±2.5 から 4.9±2.0、月経中では「否定的感情」4.4±2.2 か

ら 2.8±1.4「行動の変化」5.5±2.1 から 3.6±1.5「痛み」6.3±2.1 から 4.5±1.7 と各々

の 3 つの尺度の平均値とスコアに有意な改善がみられた。平均値では、月経中の「集中力」

を除いた 15 尺度に改善がみられた。 

【考察】ヒップアップ治療は、MDQ の症状についても改善することが示唆された。弁証別全身治

療にヒップの治療を加える事で、骨盤内部の血流改善につながり、美容目的である見た目

の改善に加え、MDQ も改善したと考える。 

【結語】個々の弁証別全身治療にヒップアップ治療を加える事で、婦人科系の改善の可能性が示唆

された。今後は全身治療群とヒップアップ治療群の間に、MDQ の改善に差があるか否か

を分析していきたいと考える。 

 

キーワード：鍼灸治療、中医弁証、MDQ、ヒップアップ 
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15 小児鍼による効果  

－アレルギー症状の検討－ 

○林瑞穂 1) 2)、中村真理 1) 2) 3) 
1)関西東洋医学臨床研究会、2)まり鍼灸院、3)森ノ宮医療大学 

 

【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『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、治

療を継続することで、対象者の症状改善が示唆されたことを報告した。今回は、アレルギ

ー症状を主訴として来院した小児患者の 9 回の治療によるアレルギー症状の加重効果を

検討し有意な改善がみられたので報告する。 

【方法】H21 年 7 月～H25 年 11 月までに当院に来院した小児患者 52 名のうちアレルギー症状を

主訴として来院した小児患者 16 名(男児 8 名、女児 8 名、平均年齢 4.2±1.6 歳)を対象と

した。 問診時期は、初診時と 5 診目施術前（以下 4 回）、10 診目施術前（以下 9 回）に

実施した。問診票は、小児はり学会認定のものを使用した。調査内容は、来院時主訴がア

レルギー症状の者の、大項目『アレルギー』小項目「アトピー性皮膚炎」「湿疹・痒み」「ア

レルギー性鼻炎」「喘息」を各々比較した。また施術に対する満足度を調査した。評価方

法は、大項目は保護者の「気になる程度」0～4 の 5 段階評価、小項目 4 項目は Numerical 

Rating Scale（NRS）0～10 の 11 段階評価とした。分析方法は、初診時と 4 回・9 回で

各々比較検討を行った。検定は SPSS を用い、ノンパラメトリック分析として分散性を

Friedman 検定、多重比較として Wilcoxon 検定を実施した。P 値は 5％未満とした。治療

は鍉鍼、大師流小児はり、線香灸を施行し、治療頻度は 1～2 週に 1 回とした。 

【結果】4 回の治療では、大項目『アレルギー』のみに有意な改善がみられた。（P＞0.05）9 回の

長期治療では大項目『アレルギー』初回 3.4±0.5、4 回 3.0±1.3、9 回 2.6±1.3 等、「喘

息」を除く 4 項目で有意な改善がみられた。（P＞0.05） 

【考察・結語】結果より、治療を継続することによって加重効果が示唆された。また、対象者の中

には、季節によって一時的に症状のぶり返しを感じる保護者もいたが、数値でみると初診

時より気になる程度・NRS 共に改善がみられている。また、保護者の悩みや症状に関し

ての経過・説明を行うことが、治療継続には必要であると考える。今後は、背景因子を含

めた、継続治療による効果検討を行っていきたいと考える。 

 

キーワード：小児はり、小児鍼問診票、アレルギー 
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16 当院における開院から 5年間の患者動態  

－時間帯別、曜日別、月別、性別、年代別考察－  

寺田拓未 

鍼灸整体いっとう堂 
 

【目的】全日本鍼灸学会において、これまでに鍼灸院の患者動態調査は数多く行われているが、時

間帯別、曜日別、月別に報告したものはない。そこで、当院における開院から 5 年間のそ

れらのデータに性別、年代別データも加えて考察したので、報告する。 

【方法】平成 20 年 6 月～平成 25 年 5 月の 5 年間に当院を訪れた新規患者 622 人、延べ患者 12984

人について調査した。時間帯別では、当院の診療時間 9 時～19 時を 1 時間ごとに分け、

延べ患者数を比較した。曜日別では、各曜日の延べ患者数を診療日数で割り、各曜日の 1

日平均患者数を比較した。月別では、各月の延べ患者数を比較したものと、診療日数で割

り 1 日平均患者数を比較したものの 2 種類を出した。性別では新規患者について、年代別

では、新規来院時の年齢を 10 歳ごとに分けて比較した。なお、平均患者数は小数点第二

位を四捨五入して求めた。 

【結果】時間帯別では、9 時台の延べ患者数が 1600 人と最大で、13 時台の 736 人が最少であり、

午前中の来院患者数が多かった。曜日別では、木曜日の平均患者数が 9.2 人と最大で、水

曜日が 8.2 人と最少であった。月別では、延べ患者数を比較したものでは 7 月の 1161 人

が最大で、12 月の 1024 人が最少であった。1 日平均患者数を比較したものでは、9 月の

9.0 人が最大で、8 月と 11 月の 8.5 人が最少であった。性別では、新規患者数 622 人中男

性が 219 人、全体の 35.2%で、女性が 403 人、64.8%であった。年代別では、新規来院時

50 代が 112 人と最大で、60 代の 104 人、40 代の 94 人が続いた。 

【考察】時間帯別では、明らかに午前中に来院する患者数が多く、午前中に鍼灸院に来院し、午後

からは他の用事に時間を使いたいという患者心理が窺えた。当院来院患者数の多い神戸市

須磨区、長田区の鍼灸院を調査したところ、ほぼ全ての医院の診療時間が 9 時からであり、

これは当院にも当てはまる。来院患者数を増やすためには、例えば朝 7 時から診療を開始

し、来院数の少ない午後に休憩を長く取るというような経営戦略が必要であろう。曜日別、

月別では経営に結びつくようなデータは得られず、性別、年代別では、新規性のあるデー

タは得られなかった。 

【結語】当院における開院から 5 年間の患者動態を調査したところ、時間帯別考察において鍼灸院

の経営に関わる興味のあるデータが得られた。 

キーワード：患者動態、時間帯別、鍼灸院、診療時間、来院患者数 
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17 増毛治療による効果検討 5  

－症例集積 69 例－  

○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)森ノ宮医療大学 
 

【目的】我々は本学会第 61 回学術大会にて、当院自作の増毛問診票を用い、頭髪についての気に

なる症状（抜け毛・毛が細い・ボリューム）と、随伴症状（腰痛・イライラ・不眠・耳鳴

り・便秘）各症状を NRS（Numerical Rating Scale）にて評価し、鍼灸治療の有効性を検

討した。本報告は対象人数の半数以上が女性であることから、今後細分化した分析をする

ため、症例数を増やし再検討した。 

【方法】2007 年 9 月～2014 年 5 月に当院にて増毛コースを受療した患者 69 名（男性 33 名、女性

36 名）を対象とした。問診時期は、施術前、施術 10 回、施術 15 回（以下施 10、施 15）

に実施した。調査内容は、気になる症状として「抜け毛・毛が細い・ボリューム」、随伴症

状として「イライラ・腰痛・不眠・便秘・耳鳴り」の各々の NRS 評価をした。また、患者

の満足度を 10 点法にて評価し、7 点以上を「満足である」とした。治療方法は、中医学弁

証論治による全身治療に頭部の局所治療を加えた。局所治療は豪鍼 18 本、低周波（1Hz～

2Hz 程度）で実施し、6 か所に 8 分灸をした。治療頻度は 1～2 週に 1 回以上とした。施術

前後でノンパラメトリック分析として分散性をフリードマン検定、比較検定をウィルコク

ソンを用いて検討した。P 値は 5％未満とした。  

【結果】気になる症状の「ボリューム」では、施術前 8.0±1.0、10 回 6.9±1.2、15 回 6.7±1.1（P>0.05）

等、随伴症状 5項目他の項目も同様に有意な改善がみられた。また、満足度は,施 10回 66.7％、

施 15 回 68.1％であった。 

【考察】結果として、気になる症状 3 項目、随伴症状 5 項目に有意な改善がみられた。このことは、

中医学弁証論治により、個々の体質に合わせた治療を基本とし、加えて頭部に局所治療を

行うこと随伴症状も改善が見られたと考えられる。このように、頭髪症状を含め、体質の

改善がみられたことが満足度にも繋がったと考える。 

【結語】今回の検討の対象者の半数以上は女性であった。今後は、男女別、症状別、年齢別、中医

弁証別に分けて検討していきたいと考える。 

 

キーワード：中医弁証論治、脱毛症、薄毛 
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18 鍼灸治療による不眠症状の検討 3 

○西山由梨香 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】我々は、第 62 回全日本鍼灸学術大会発表の結語をうけて、アトピーを有する者と薬の副

作用により不眠症状が出ている者を除いて検討した。また全体の対象人数を前回より増や

した。 

【方法】H24 年 6 月～H26 年 5 月迄に初診時に不眠を訴えた患者 46 名中原因がアトピーによる者

4 名、薬の副作用による者 5 名を除く 37 名(平均年齢 41.7 歳±6.4)を対象とした。調査内

容は、①初診（以下初）と、治療 1 か月後（以下治 1）に治療を行った。②初と治 1、治

療 2 ヶ月後（以下治 2）治療 3 ヶ月後（以下治 3）各々に比較検討を行った。検討項目は、

①②共にアテネ不眠尺度(以下 AIS) 8 項目（寝付き・途中覚醒・早朝覚醒等）、自作問診票

9 項目（不眠・疲れやすい・胸苦しい・動悸等）の悩み症状スコアの比較を行った。評価

方法は、AIS の 8 項目を 0 から 3 の 4 段階で評価した。自作問診票は、NRS（Numerical 

Rating Scale）を 0～10 の 11 段階で評価した。いずれも数値が大きくなるほど悩み度が

高いとした。治療は、中医弁証論治による全身治療を 1～2 週に 1 回以上施した。分析は

SPSS を用い施術前後でノンパラメトリック分析として①比較検定を Wilcoxon②分散性

を Friedman 検定、多重比較として Wilcoxon 検定を実施した。P 値は 5％未満とした。  

【結果】①では、AIS 悩みスコア「寝つき」初回 1.5±0.3 から治療 1 回 0.8±0.3 他 8/8 項目全て

改善した。自作では「不眠」初回 5.2±1.3 から治療 1 回 3.5±1.3 他 9/9 項目全て改善し

た(P＞0.05)。②では、AIS 悩みスコアは「寝付き」「総睡眠時間」以外 8/8 項目全て有意

に改善した。自作では「動悸」以外の 8/9 項目が有意に改善した(P＞0.05)。 

【考察・結語】結果から、不眠の原因による者と薬の副作用による者を除いた対象者では、鍼灸治

療の継続により、さらに不眠・随伴症状が緩和することが示唆された。不眠に悩む方の

QOL の向上につながると考えられる。今後はさらに対象人数を増やし、今回の検討にお

いて対象外となった群との治療効果について、比較検討する必要があると考える。 

 

キーワード：睡眠障害、不眠症、中医弁証、アテネ不眠尺度  
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学術委員 坂口俊二 関西医療大学 

学術委員 王 財源 関西医療大学 

学術委員 木村研一 関西医療大学 

学術委員 佐野淳子 神戸海星鍼灸院 

学術委員 宮嵜潤二 宝塚医療大学 

学術委員 谷口博志 明治国際医療大学 

学術委員 松熊秀明 森ノ宮医療大学 
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