
 

(社)全日本鍼灸学会 

第 27 回中部支部学術集会抄録集 

テーマ：「鍼灸の新たな適応」 

 

日 時：平成 21年 8 月 30 日（日） 

会 場：富山県鍼灸マッサージ師会館               

 

 

主催：（社）全日本鍼灸学会 

後援：（社）富山県鍼灸マッサージ師会 

   （社）石川県鍼灸マッサージ師会 

   （社）福井県鍼灸師会 

   （社）岐阜県鍼灸師会 



（社）全日本鍼灸学会第２７回中部支部学術集会の概要 

 

集会テーマ：「鍼灸の新たな適応」 

会 期：平成 21年 8 月 30 日（日） 午前 9時 30分～午後 4時 30分 

会 場：富山県鍼灸マッサージ師会館               

〒930-0009 富山県富山市神通町１丁目２の６ 

電話 076-441-8986  FAX 076-441-7878    

支部長：山田鑑照 

参加費：会員 ３０００円 会員外 ４０００円  

懇親会：５０００円（１７時～・富山駅北口アーバンプレイス・ごんべい舎） 

    （懇親会は事前申し込みのみで当日受付はありません） 

演 題： 

特別講演「２１世紀の３大疾患『糖尿病』の鍼灸治療」 

－貴方は見逃してませんか？糖尿病は治せます－ 

 森ノ宮医療大学 客員教授  小川 卓良 

教育講演 1「美容医療－患者さんは何を求めているか」 

カメイクリニック 院長   亀井 康二 

教育講演 2「女性医学と鍼灸‐不妊症も含めて‐」 

明治国際医療大学鍼灸学部 健康･予防医学教室 教授  矢野 忠 

シンポジウム「病院・医院における産科領域の鍼灸」 

聡明はり･灸治療院  渡邊 聡子 

亀田メディカルセンター東洋医学診療科  菅野 俊輔 

一般口演 

  「頭痛に対する鍼灸治療の経験 」 

市立砺波総合病院 東洋医学科  立野 豊 

 「慢性頭痛に対する鍼灸治療の一症例」 

あけぼの鍼灸院  片岡 泰弘 

 「帯状疱疹による腹筋麻痺の一症例」 

木下鍼灸院  木下 滋 

 「鍼治療と光トポグラフィによる脳機能解析の検討」 

荒井鍼灸接骨院  荒井 松男 

 「クローン病の難治性痔瘻に対する鍼灸治療の一症例」 

内田鍼灸院  内田 雄二 

 「つわりに対する鍼灸治療の一症例」 

はりきゅうはうす  林 博司 



参加者のみなさまへ 

 

●受付 

・受付は会館 2階会議室にて行います。 

・参加者は、必ず受付でお渡しするネームカードを付けて下さい。 

・お帰りの際は、ネームカードを受付へ返却してください。 

 

●駐車場について 

・会館前駐車場及び会館左側の駐車場をご利用下さい。万一、満車の場合は、駅前周辺の公

共駐車場をご利用下さい。 

 

●質問について 

・演者への質問は挙手の上、座長の指示に従って所属と氏名を明らかにして、マイクをご使

用して下さい。 

・進行は座長に一任させていただきます。 

 

●携帯電話について 

・会場内での携帯電話はマナーモードにするか電源をお切り下さい。 

 

●スタッフについて 

・本学術集会のスタッフは、水色のネームカードをつけていますのでお困りの際は遠慮なく

お尋ね下さい。 

 

●当集会は学会認定研修に指定されています。 

【（社）全日本鍼灸学会認定制度について】 

「学会員の鍼灸医学に関す学術並びに資質の向上を生涯にわたって図る」を目的として  

導入されました。認定制度の得点は、（社）全日本鍼灸学会会員が対象です。入会をご希望

の方は、ＨＰにて入会手続きができますので、学会ＨＰをご覧ください。 

【認定履修ポイントについて】 

従来通りの申請用紙によるポイントの申請と PC による会員証 IC カードの申請のどちらか

の方法で受付にて申請してください。履修ポイントは参加ポイント５点です。 



プログラム 

 

9:30      開 会 

 

9:40～9:55 一般口演１ 「頭痛に対する鍼灸治療の経験」 

市立砺波総合病院 東洋医学科  立野 豊 

9:55～10:10 一般口演２ 「慢性頭痛に対する鍼灸治療の一症例」 

あけぼの鍼灸院  片岡 泰弘 

10:10～10:25 一般口演３ 「帯状疱疹による腹筋麻痺の一症例」 

木下鍼灸院  木下 滋 

10:25～10:40 一般口演４ 「鍼治療と光トポグラフィによる脳機能解析の検討」 

荒井鍼灸接骨院  荒井 松男 

10:40～10:55 一般口演５「クローン病の難治性痔瘻に対する鍼灸治療の一症例」 

内田鍼灸院  内田 雄二 

10：55～11:10 一般口演６ 「つわりに対する鍼灸治療の一症例」 

はりきゅうはうす  林 博司 

11:10～12:00 シンポジウム「病院・医院における産科領域の鍼灸治療」 

聡明はり･灸治療院 院長  渡邊 聡子 

亀田メディカルセンター 東洋医学診療科  菅野 俊輔 

 

 12:00～13:00 休 憩 

 

13:00～14:30  特別講演 「２１世紀の３大疾患『糖尿病』の鍼灸治療」 

－貴方は見逃してませんか？糖尿病は治せます－ 

 森ノ宮医療大学 客員教授  小川 卓良 

      

14:30～15:30  教育講演 1 「美容医療－患者さんは何を求めているか」 

カメイクリニック 院長   亀井 康二 

 

15:30～16:30  教育講演 2 「女性医学と鍼灸‐不妊症も含めて‐」 

明治国際医療大学鍼灸学部 健康･予防医学教室 教授  矢野 忠 

  

17:00～19:00  懇親会（富山駅北口アーバンプレイス・ごんべい舎） 

 



【特別講演】 

21 世紀の 3大疾患『糖尿病』の鍼灸治療 

－ 貴方は見逃していませんか？糖尿病は治せます－ 

 

 

森ノ宮医療大学 客員教授  小川 卓良 

 

 糖尿病（ＤＭ）は昨今のメタボ検診で脚光を浴びてきたが、内科疾患であり鍼灸治療の対

象でないという認識を国民のみならず、鍼灸師も持っているのではないかと思われる。 

 また、血糖値を下げる薬や血糖が急に上がらないようにする薬が開発され、鍼灸治療の出

番が無いように思われている鍼灸師も尐なくないであろう。しかしながら、疲れきっている

膵臓に鞭を入れて働かせるものや肝臓や小腸の障害を起こすような薬剤であって、しかも対

症療法であり本質的にＤＭを治すもので無くかつ副作用も強いので薬を飲めば解決するもの

では決してない。事実病期によっては服薬で血糖値を下げることによって病態を悪化させ急

死することも珍しくない。 

実際問題、高血糖はＤＭのリスクであり、病気ではない。しかし、本来のリスクは高血糖

ではなく、インスリン抵抗性と耐糖能異常であって、この二つが治療対象であるから単に血

糖値を下げたからといって本質的な治療には繋がらない。 

また、鍼灸治療の現場では、手足の痛みなど筋骨格系の症状を呈する患者の中に多数の内

臓性或いはＤＭ等の代謝性疾患が含まれており、そのほとんどが見逃されている。それは、

専門分科している病医院でも同様である。また、ＤＭは健診で簡単に診断が得られているで

患者に病識があると思われがちだが、健診で行うのは空腹時血糖値或いはグリコヘモグロビ

ンであり、それらが正常で食後高血糖があるＤＭ患者（アジア人種ではＤＭ患者の 45％）の

多くは病医院においても見逃されているのである。 

講演では、症例を交えて鍼灸師ができる鑑別・診断から治療そして養生法迄お話して、各位

のご意見を頂戴できればと考えております。 



【教育講演１】 

美容医療－患者さんは何を求めているか 

 

 

カメイクリニック 院長  亀井 康二 

 

 かつては美容外科で行われている処置の大半は美容外科手術であった。しかし、いまや、

多くの美容外科クリニックでは手術よりも、注射や光治療をしたり、外用薬、機能性化粧品

などを販売する ことに重点が移るようになった傾向がある。そして、美容医療がマスメデイ

アなどで一般化し、クリニックの門をくぐることにも抵抗が尐なくなってきている印象があ

る。ある調査では女性の 85％は美容医療に興味があるが、そのうち手術まで考えている人の

割合は 5％程度だということである。すなわち、手術などの治療より、より目立たない低侵

襲な治療を求めて多くの人が来院するようになってきている。このようになってきたきっか

けのひとつはおよそ 10 年前に脱毛レーザーが世に出て一大ブームになったことと関係があ

る。それまで医療レーザーはアザの患者さんに使われてきたもので、対象となる人々はほん

のわずかであったが、脱毛はほとんどの女性が希望するもので、そのため医療レーザーの市

場が一挙に広がった。それをみて、多くの機械業者がこの市場に参入し、新しい美容レーザ

ーや光治療器が開発されるようになった。また、ボツリヌストキシンやヒアルロン酸などの

製剤が導入され、患者さんの支持を得るようになった。本講演では現在、私のクリニックで

はどのような治療が行われており、どのような結果が得られるかについて述べ、鍼灸の美容

医療への応用の可能性について言及したい。 

 



【教育講演２】 

女性医学と鍼灸‐不妊症も含めて‐ 

 

 

明治国際医療大学鍼灸学部 健康･予防鍼灸学教室 教授  矢野 忠 

 

 性差医療（Gender Specific Medicine：GSM）が注目されている．性差医療とは，疾病の進

展、治療法、予防措置の効果における性の関与を明らかにすることにより、性に基づいた適

切な医療を提供することを目的とした新しい医療である。こうした中で女性医学が注目を浴

びている。診療科名においても女性外来、レディースクリニックなど、婦人科、産婦人科と

いった従来の診療科とは異なる診療科名を標榜し、新しい女性のための医療が展開されてい

る。 

性差医療が台頭したきっかけは、1960 年代のサリドマイド事件に端を発している。1990

年代に入ると米国政府は「すべての年齢の女性において、女性に特有な病態についての生物

医学的研究が行われるべきである。」として、NIH の中に Office of Research on Women’s 

health を開設し、性差を考慮した医学を推し進めた。我が国のそれは 2000 年に入ってから

であり、2005年には「性差を加味した女性健康支援のための科学的根拠の構築と女性外来の

確立」が実施されるようになった。 

医療の究極が「個」の医療、「テーラーメイドの医療」とすれば、性差医療はその過程の医

療としてとして位置づけることができよう。 

一方、東洋医学では、古くから性差医療の視点で臨床を展開してきた。『黄帝内経素問』上

古天真論では、男女の発育課程に差があることが示されている、また、『諸病源候論』のなか

には不妊症の原因は女性だけでなく、男性にもあることが指摘されている。『備急千金要方』

巻の二には，「女人の嗜欲は男子より多く、病になる機会は男子の倍」といった記載があり、

治療も容易でないと記されている。『啓迪集』においては「男子は陽に属するので気を散じや

すい．女子は陰に属するので気鬱になりやすい。このため男子の気病はつねに尐なく、女子

の気病はつねに多い」と記され、性差を踏まえた臨床が行われていたことが読み取れる。こ

のように、東洋医学では古くから性差を考慮した医療を展開していたようである。 

 本講座では、上記した視点に立って、下記の内容について紹介する。 

 １．性差医療とは 

 ２．レディース鍼灸の役割 

 ３．不妊治療としての鍼灸治療について 

 



【シンポジウム】 

 

産科医院における逆子鍼灸治療と安産鍼灸治療 
 

 

 聡明はり･灸治療院  渡邊 聡子 

伝統医療大学大学院  山田 鑑照 

 

【はじめに】演者らは第 55 回学術大会（金沢）において２産科医院内での逆子（骨盤位）

鍼灸治療により 89％（140/158）の成功率が得られたことを報告した。これは林田の 90％に

迫る成功率であった。これらの症例の追跡調査により同時期同 2 産科医院内での逆子でなく、

鍼灸治療も行わなかった妊婦をコントロールとして比較してみて、逆子鍼灸治療を行った場

合に分娩所要時間の短縮がみられた。また、逆子でない妊婦への鍼灸治療（安産鍼灸治療）

によっても分娩所要時間の短縮がみられた。逆子鍼灸治療も含めた安産鍼灸治療の可能性に

ついて検討したので報告する。 

【症例】加藤外科産婦人科乳腺クリニック(加藤産婦人科)において 2002年 7 月 31日～2005

年 9月 30日の間、妊娠 28週～38 週の骨盤位 88症例。朝元産婦人科において 2003年 2月 22

日～2005年 9月 30日の間、妊娠 28週～38週の骨盤位 70症例。計 158症例 

【治療方法】治療穴として三陰交へ 30mm14号鍼(ユニコディスポ鍼：日進医療器)を 7～10

分間置針し、鍼傍に温灸(ツボ灸 NEO：山正)を 2～3 壮併用した。そして至陰に半米粒大の透

熱灸を 3～5壮行った。さらに中脘、天枢、気海、関元に温灸 1壮ずつ行い、次に胎児の背中

が上になるように妊婦側臥位にて脾兪と腎兪に温灸を 1～2壮行った。病院での治療ペースは

週 1回とし、自宅では毎日温灸(せんねん灸レギュラー:SENEFA)を至陰と三陰交に 3壮ずつ寝

る前にしてもらい、胎児の背中が上になるように妊婦側臥位で温灸後すぐ就寝してもらった。 

【結果】初産婦・促進剤なし無痛分娩なしで絞り込んで検索すると逆子鍼灸治療後に安産鍼

灸治療を行った 19 例は平均 9 時間 13 分であった。同様の条件で逆子でなく鍼灸治療を行わ

なかった 25例（無作為抽出）の分娩所要時間の平均は 12時間 26分であった。安産鍼灸治療

のみを５回以上行うと安産鍼灸治療を行わなかったときよりも初産婦分娩所要時間は平均２

時間短縮した。逆子鍼灸治療のみと安産鍼灸治療のみは短縮時間はほぼ同様であった。 

【考察並びに結語】逆子鍼灸治療、安産鍼灸治療ともに分娩所要時間の短縮を示すデータが

得られた。逆子出産、分娩に要する時間が長くなるという妊婦へのリスクを減尐させること

ができることが示された。逆子出産、長い分娩時間の他にも妊娠から分娩の間に起こる多く

の諸問題がある。これらに対する鍼灸治療を検討したので報告する。 

 

キーワード：逆子(骨盤位)、分娩所要時間短縮、安産、鍼灸治療 



【シンポジウム】 

 

骨盤位に対する鍼灸治療の取り組み 

－富山プロトコール－ 

 

 

1) 亀田メディカルセンター 東洋医学診療科 

2) 市立砺波総合病院  東洋医学科 

          菅野 俊輔¹、山形 由紀²、立野 豊²、八木 清貴²、南澤 潔¹ 

  

【目的】全分娩の 3～5%に見られる骨盤位はその多くが帝王切開となり、安全な矯正法の確

立が待たれている。古来より有効とされてきた鍼灸治療においても、従来の報告では方法も

様々であり矯正率についても問題があった。そこで我々は従来の方法に改良を加えより有効

性を高めた「富山プロトコール」を本年 6 月の全日本鍼灸学会学術大会及び日本産婦人科学

会関東連合会にて報告した。今回「富山プロトコール」の有効性、安全性について報告する。 

【方法】対象は 2006 年 7 月～2009 年 3 月までに、当院産婦人科で妊娠 30±2 週の間に骨盤

位と診断を受けた妊婦 109 例。当初両側至陰への透熱灸と三陰交への灸頭鍼を週 3 回行う方

法で開始し、矯正率向上を目指し段階的に変更を加えた。2007年 8月以降、片側の至陰と反

対側の三陰交へ施術し、難治例に百会への置鍼を行う「富山プロトコール」を導入し検討し

た。また安全性について Non Stress Test(NST)を用いて胎児への影響を確認し、また平均在

胎日数、Apgar Scoreを用いて全分娩群との比較検討をした。 

【結果】富山プロトコール導入以後では、対象となった 74 例のうち 72 例が頭位に矯正され

た。33週以降に初診した参考群においても 25例中 16例が矯正された。安全性についても NST

において徐脈など胎児の有害事象は見られず、平均在胎日数、Apgar Score でも有意差は見

られなかった。 

【考察】これまでの報告では、対象時期にもよるが矯正率 12.0～89.9％とされている。当院

でも初期は治療回数を重ねても矯正されない症例が目立ったが、富山プロトコール導入以後

難治例に対する矯正率が向上し、最終的には妊娠 30±2 週に施術開始した対象群で 97.3%、

33 週～38週末の参考群においても 62.0%で改善を得た。安全性についても問題は見られなか

った。 

【結語】我々の「富山プロトコール」は従来報告された逆子の鍼灸による治療法よりも有効

であると考えられた。また、この方法が広く一般に普及し、検討を行っていってほしい。 



【一般口演１】 

頭痛に対する鍼灸治療の経験 

 

市立砺波総合病院 東洋医学科   

立野 豊、山形 由紀、尾崎 真美、八木 清貴、古谷 陽一 

 

【目的】頭痛は国民の 4 割が有しているという報告もあり身近な疾患であるが、治療として

一般的に鍼灸治療が選択されることは多くない。今回我々は頭痛に対し鍼灸治療を行ったと

ころ良好な経過が得られた 2 症例を経験したので報告する。 

【症例１】66 歳、男性。〔主訴〕頭痛。〔現病歴〕X－3 年 9 月中旬から徐々に頭重感を自覚

した。近医で筋緊張型頭痛と診断され薬物療法を受けたが改善しなかった。同年 10 月当院脳

神経外科受診、精査を受けたが器質的な異常はなく、その後も近医の治療で対処していた。

X 年 1 月 7 日東洋医学的治療を希望し当科初診となった。症状は夕方になると連日前額部を

締め付けられるような鈍痛が出現する。〔治療及び経過〕初診は鍼灸治療から開始した。治療

は東方会式経絡治療を礎に行い、証は脾虚証と捉え太白、章門、脾兪に本治法として接触鍼

による補法を、腹部の軽度湿潤した冷えに対し中脘に温灸を行った。肩背部の緊張及び虚状

を呈する部位に適宣接触鍼を行った。経過は治療翌日から頭痛の強さが軽減し 20 日後には頭

痛は消失した。 

【症例 2】35 歳、女性。〔主訴〕頭痛。〔現病歴〕Y 年－2 年ごろから頭痛を自覚し市販薬に

て対処していた。Y 年 1 月過ぎから悪化したため同年 3 月 5 日脳神経外科受診し筋緊張型頭

痛と診断され、同月 10 日東洋医学的な治療を希望し当科紹介となった。症状は起床時から次

第に目が重くなり肩が張り、夕方には後頭部から広がる拍動性の鈍痛が出現する。〔治療及び

経過〕治療は鍼灸開始 2 週後、漢方治療併用となった。鍼灸は証を脾虚証と捉え症例 1 とほ

ぼ同様な治療を行ったところ頭痛日数の減尐や目の重さが消失し、約 6 週後症状は 25/100

となった。 

【考察と結語】今回の 2 症例は発症から経過の長い頭痛に対し鍼灸治療が奏効したと考えら

れた。頭痛に対する鍼灸治療はこれまでも多数報告がみられることから、今後頭痛に対する

鍼灸治療の有効性を啓蒙してゆきたい。 

 

キーワード：緊張型頭痛、接触鍼、鍼灸治療



【一般口演２】 

慢性頭痛に対する鍼灸治療の一症例 

 

あけぼの鍼灸院  片岡 泰弘 

 

【目的】慢性頭痛の治療は即時的に痛みを軽減させる治療と、長期的に頭痛の程度と頻度を

減尐させる治療の両者が必要になる。今回、緊張型頭痛と医師により診断された症例に対し、

鍼灸治療を継続的に行い良好な経過が見られたのでここに報告する 

【症例】34 歳 女性 

主訴：半年前からひどい頭痛が続いている。日中、睡眠時にかかわらず痛みは存在する。医

師により緊張型頭痛と診断され薬物療法開始。1 ヵ月半前よりボルタレンを朝・昼・晩内服

も改善せず、薬の効果が尐なくなってきたことに恐れを抱き当院に来院した。 

画像所見：問題なし 

既往歴：うつ病 5 年前より(3 ヶ月前より投薬はなくなる) 左顔面麻痺 職業：介護職  

随伴症状：強いかたこり めまい 月経不順（3 ヶ月~半年ことがある） 月経痛  

睡眠：不良 便通：下痢/便秘 過食ぎみ 161 ㎝ 52kg  

東洋医学的所見  

頭痛部位：側頭部、目の奥、時に後頭部 他：強い足冷 盗汗 紅舌（暗）怒張（＋） 

脈：沈･実･渋 腹診（胸肋の張り、中脘圧痛）背候診（後頚部全体的に硬く圧痛、肩甲間部

腫脹･圧痛、肝･脾･胃兪に圧痛） 

証：陽明経頭痛 尐陽経頭痛 脾虚肝実証 

治療：疏肝健脾 全身調整、頭痛部位への局所治療  

用鍼：0.14×30 ㎜ 0 号鍼、0.16×30 ㎜ 2 号鍼等 電子温灸器 CS-2000  

治療頻度：週に 1~2 回より（発症時は随時） 

評価法：発症時治療前後に VAS（100 ㎜） 

【結果】治療期間：1/19～6/18  

経過：治療開始後より１週間後には服薬もなくなり約１ヶ月後に至ると頭痛はほぼ消失し、

治療頻度を 2 週間に 1 回にする。その後しばらく経過は順調であったが 5/18 より頭痛が再発

したが 6/2 には消失し現在に至る。 

VAS（治療前→後）1/19（51→6）4/8（91→15）5/22（95→9）5/28（82→23）6/2(52→11) 

【考察と結語】緊張性頭痛という病態に対してひとつの全身症状の表現ととらえた東洋医学

的アプローチが即時的にも長期的にも効果的であることが示唆された。 

 

キーワード：緊張型頭痛、慢性頭痛、鍼灸治療  



【一般口演３】 

帯状疱疹による腹筋麻痺の一症例 

 

木下鍼灸院  木下 滋 

 

【目的】帯状疱疹による腹筋麻痺という稀尐例を経験したので、その経過を報告する。 

【症例】S.M 51 歳 女性 主婦 

平成 19 年 9 月 13 日夜右背部痛、15 日夜右側腹部に膨隆が発現した。9 月 18 日来院。立

位および座位で右側腹部に大きめのゴムボールを半裁したような膨隆が出現し、仰臥位で消

失する。触診では空気の尐ないゴムボールに似た感触がする。膨隆部および周辺に痛み・知

覚異常などは確認されない。腹痛・吐き気・便秘などの腹部症状は何もない。Th9～11 高位

の背部に自覚痛、棘突起上・棘突起側・脊柱起立筋に圧痛がある。膨隆の病態が不明なため

内科主治医の診療を受けるよう指示し、背部の圧痛部位に 0.20×50 ㎜ 3 号鍼で鍼響の得られ

る刺鍼をした。19 日、膨隆部のやや下部～下腹部に瘙痒を伴う数個の発疹が発現。21 日～

28 日まで抗ウィルス剤の内服と、塗布薬の塗布、鍼施術。10 月 23 日、新着の日本医事新報

によりこの病態が「帯状疱疹による腹筋麻痺」であることを知り、患者に病態を説明し、患

部の写真を撮影した。以後約半年間は同様の刺鍼に膨隆部周囲への刺鍼も加えて施術を継続

した。膨隆は徐々に消褪したが 1 年経過後もわずかに残存している。背部痛は発症 1 ヶ月後、

掻痒感は 2 ヶ月後に消失した。 

【考察と結語】帯状疱疹の腹部合併症として腹筋麻痺が発生した症例の全経過を観察した。

皮疹および疼痛は軽く、強い掻痒感を訴えた。帯状疱疹後神経痛は発現しなかった。治療は

抗ウィルス剤の服用と塗布薬および鍼治療を行った。皮疹、疼痛および掻痒感などは 1・2

ヶ月でほぼ消失したが、膨隆は 1 年後にもまだわずかに残存している。この症例の経過の良

否については言明できない。病態が判明し、その説明により患者の安心が得られ、この稀尐

例の全経過を観察できたことは良い経験であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

キーワード：帯状疱疹、腹筋麻痺 



【一般口演４】 

鍼治療と光トポグラフィによる脳機能解析の検討 

 

  1 財）石川天然薬効物質研究センター 

2荒井鍼灸接骨院 

３鍼灸なかだ治療院 

4明治国際医療大学 

荒井 松男 1,2 、山口 宣夫 1 、中田 和宏３、川喜田 健司 4 

 

【目的】鍼治療は中国医学や伝統医学の理論に基づいて進化し、西洋医学優勢の医療世界の

中で臨床応用も進んでいる。鍼は東アジアを中心に発展してきたが、各国で鍼具や手技など

が異なっており、鍼の治療効果の評価について比較検討が望まれている。我々はこれまで鍼

の効果を調べる一つの方法として免疫系に与える影響、末梢血白血球の数やリンパ球サブセ

ット、サイトカイン産生細胞それにホルモンなどの変動を調べてきた。更に多角的な効果検

定法を目指して、近年開発された光トポグラフィを試験的に採用した。これは神経活動に伴

い変化する血液中のoxy-hemoglobinとdeoxy-hemoglobinを近赤外線により計測する装置で

あり、刺激による大脳皮質の血流量の変化を動画で簡便に観察できるなどの特徴がある。今

回、鍼治療が脳組織の活動に与える影響について調べるため、刺激する経穴を両腕と両足に

限定して検討を行った。 

【方法】インフォームドコンセントを得た健常ボランティア 3 名（40～65 歳）を対象とした。

安静閉眼且つ仰臥位で両腕と両足それぞれの背側と掌側に鍼を 1 回（約 30 秒）ずつ施術し、

同時に光トポグラフィ ETG-4000（日立メディコ）により前頭部から側頭部にかけて 3×11

の計測部位について施術前後の変化を計測した。 

【結果】鍼刺激直後より左右側頭部の oxy-hemoglobin は安静時に比較して大きく変化し、

血流増加を示した。背側より掌側の方が、また上腕より足部の方がより血流が増加した。 

【考察】鍼刺激により大脳局所の血流増加が認められたことから、鍼による刺激が末梢より

中枢に伝わったことが確かめられた。鍼治療の効果を補助的に確認する手段として光トポグ

ラフィは有用と思われた。また、経穴選択を訓練中の実習生用機器としても、多角的に用途

が提案できるので紹介したい。 

（研究の一部は鍼灸医療推進研究会、研究作業部会の支援による、20～21 年） 

 

 

 

キーワード：経穴刺激、脳内血流、ホルモン調節、白血球亜群比調節 



【一般口演５】 

クローン病の難治性痔瘻に対する鍼灸治療の一症例 

 

内田鍼灸院  内田 雄二 

 

【目的】特定疾患（いわゆる難病）であり、炎症性腸疾患の一種であるクローン病に対して

鍼灸治療を行なったところ、クローン病の難治性痔瘻が閉塞したので報告する。 

【症例】 

 24 歳男性。主訴：痔瘻 

19 歳の時、口角炎を発症、1 ヶ月程で症状は消えたが、半年程して肛門周囲膿瘍を発症し

た。外科的治療を受け排膿、痔瘻となり入院。完全静脈栄養療法で治療。約 3 ヶ月入院して

クローン病と判明、緩解となり退院したが瘻孔からの排膿は継続した。緩解期の症状は、重

だるい腹痛、軟便等であった。食事療法をおこないクローン病の基本薬であるペンタサを服

用していた。しかし 22 歳のときＣＲＰが上昇し免疫抑制剤を処方され服用したが、副作用が

強く中止した。後、鍼灸治療及び漢方薬治療を開始した。鍼灸治療は尐商、商陽、尐沢に対

し井穴刺絡、瘻孔部に対し低出力レーザーの照射を隔日に行い、週 1 回程度に奇経治療を施

術した。 

【結果】１ヶ月程経過して数カ所ある瘻孔の内の一箇所が閉じ出した。またＣＲＰは低下し

ました。約１年で数カ所あった瘻孔が全て閉塞した。現在も鍼灸治療を継続しています。 

【考察と結語】クローン病は稀な病気であり、20 数年治療してきて始めての経験でした。ま

た症例もきわめて尐数であると思います。自然閉塞もきわめて稀ですが、ないことではない

ようです。したがって鍼灸治療が奏効したのか明確ではありません。しかし、ペンタサによ

るとは考えられません。クローン病の難治性痔瘻の手術による除去は無効であり、行わない

方が良い、といわれています。 

尐なくとも、次のようにはいえると思います。鍼灸治療及び漢方薬治療はクローン病の難

治性痔瘻に試してみる価値がある、と。 

 

 

 

 

 

 

 

キーワード：クローン病、難治性痔瘻、井穴刺絡、奇経治療、低出力レーザー 



【一般口演６】 

つわりに対する鍼灸治療の一症例 

 

はりきゅうはうす  林 博司 

 

【目的】つわり（早期妊娠中毒症）で悪心・嘔吐が激しく、摂食困難な症状に対して鍼灸治

療を行ったところ良好な結果が得られたので報告する。 

【症例】32 歳女性。主訴：悪心・嘔吐 

初めての妊娠で 10 週目頃（１ヶ月前）より悪心が発症し、徐々に強くなり嘔吐も激しく摂食

困難となり、産院にて点滴治療を受けている。母親も２児を出産し、つわりが激しかったが

鍼灸で軽快していたので母親に勧められて来院。妊娠 15 週目の 2001 年 1 月 26 日より鍼灸

治療を開始した。 

【方法】このような胃部の不快感に対して対症療法として、背部は心兪と胃の六つ灸穴、心

兪－膈兪、肝兪―脾兪８穴を取穴、腹部は巨闕、梁門―天枢５穴を取穴、刺鍼して鍼通電を

した。初療時に左膈兪に著明な圧痛を発見したので３壮、左肝兪、左脾兪に１壮半米粒大で

施灸した。初療から１週間は頭痛と倦怠感を訴えたので風池―肩井４穴を取穴して同様に鍼

通電を行った。治療は休診日以外毎日（週 5 回）行った。初療直後から吐き気が止まり温野

菜は摂食可能となった。妊娠 17 週目（10 回目）からは食欲も増進した。妊娠 20 週目（23

回目）で症状はほぼ消失したので治療を中止した。 

【考察と結語】つわりは妊娠の２～3 ヶ月目頃に現れる正常生理的現象と言われているが、

個人差があって食欲不振、悪心、嘔吐、倦怠感等で全身栄養が低下する場合もあり、患者に

とってはかなり辛い時期である。妊娠早期において医療機関では適切なる治療法は無く、鍼

灸治療は対症療法としても初療直後から良好な効果が得られ、およそ１～2 ヶ月で軽快する

場合が多い。治療の初期においては連休等で治療間隔が開きすぎると症状は再燃し二度ほど

点滴を受けたが、短期間で改善するからできるだけ治療頻度を高くしたほうが患者の助けに

なるようである。胎児のため薬物を一切使用しない意味でも安全で有効な治療手段であると

考えられる。経過は順調で体重も増加し 8 月 26 日が出産予定日である。 

 

 

 

 

 

 

キーワード：つわり、悪心・嘔吐、胃の六つ灸 
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