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第30回 (社)全日本鍼灸学会関東支部学術集会プログラム

テ ー マ：「痛みを診る、そして痛みをとらえる」

会 期：2011年11月13日(日) 10:00～17:20

会 場：東京大学 鉄門記念講堂 （医学部教育研究棟１４階） 東京都文京区本郷７－３－１

主 催：(社)全日本鍼灸学会関東支部

学会長：後藤修司 支部長：妹尾匡躬 実行委員長：粕谷大智

※認定指定講座：学術大会参加にて ５点

9:10～ 開場、受付開始

10:00～10:15 開会の辞 支部長 妹尾匡躬

実行委員長 粕谷大智

● 一般演題１（10：15～11:30） 座長 箕輪政博 小俣浩

１. Trigger Point Blockで効果が得られなかった非特異的腰痛に対する鍼治療の1症例 －JOABPEQによる検討－

埼玉医科大学東洋医学センター 井上理恵

２. 仙腸関節障害と診断された症例に対する鍼治療 小手指4丁目鍼灸院 佐々木詠教

３. 刺鍼雀啄による筋線維単収縮と筋パルスによる筋収縮の超音波観察 斉藤鍼温灸院 斉藤隆夫

４. 着床不全患者の子宮内膜厚の改善がみられた 1症例 東京大学医学部附属病院リハビリテーション部 小倉洋子

５．受療者は鍼灸等東洋的療法に何を期待するか－一般大学生と鍼灸専門学校生の比較－ 呉竹医療専門学校 藤田洋輔

学術委員会（支部役員会）（11:40～12：40）

● シンポジウム 「Pain Management」 （13:00～14:40） 司会 鳥谷部創治 山口智

①鍼刺激が脳機能活動に与える効果の検討 医療法人三州会大勝病院 MRI脳機能解析研究室 大勝孝雄

②鍼通電刺激が骨格筋血流に及ぼす影響 99mTc04- クリアランス法による検討 埼玉医科大学東洋医学センター 菊池友和

③腰部脊柱管狭窄に対する末梢部浅腓骨神経刺激時の神経根血流の変化 －接触型拡大視内視鏡を用いて –
東京大学医学部附属病院リハビリテーション部 粕谷大智

● 教育講演（14:50～16：00） 座長 粕谷大智

「慢性疼痛と脳」 －腰下肢痛患者の痛みと中枢における鎮痛機序（ドーパミンシステム）について

福島県立医科大学附属病院 整形外科 教授 紺野慎一

● 市民講座（16:10～17：20） 座長 小川卓良

「鍼治療を基本とした癌に関する免疫治療」 素問八王子クリニック 真柄俊一

閉会式(17:20～)

● 懇親会 鉄門記念講堂13階 イタリアンレストラン 「Capo PELLICANO」
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ご挨拶

関東支部支部長 妹尾匡躬

ひどい酷暑でした。先生方にはご健勝でお過ごしの事と拝し，お慶び申し上げます。

常日頃は，学会活動や関東支部の企画にご協力を戴きまして，有り難うございます。この紙面をお借りしまして

心から感謝を申し上げます。

一般口演にご応募頂きました先生方や座長をお引き受け頂きました先生方には厚くお礼を申し上げます。有り難

うございます。

今年の天候は昨年に引き続き異常でした。特に，東日本大震災では１〇〇〇年に１度の大被害とのことでした。

当学会の被災地への義援金募集に際しましては，多大なるご協力を戴きまして，この場をお借りして厚く御礼を申

し上げます。詳細については「全日本鍼灸学会雑誌」に事務局から掲載されていますので，御覧下さい。

此の大震災のために２０１１鍼灸学術大会」が急遽，つくば国際会議場から東京有明医療大学に変更し，しかも

会期が１日のみにも拘わらず、多数のご参加を戴き有り難うございました．ご協力を切に感謝しております。お陰

様で何事も無く無事に終了することが出来ました。有り難いことでした。

沢山の台風の上陸で，しかもノロノロとして，大雨による被害が多発しています。地球や自然は完全に健康から

遠ざかってしまいました。このような環境悪化は人々の心身を蝕みます。このような時期だからこそ，鍼灸の出番

が待たれています。

今回のテーマは「痛みを診る，そして痛みをとらえる」です。

教育講演では、「慢性疼痛と脳－腰下肢痛患者の痛みと中枢に於ける鎮痛機序（ドーバミンシステム）について

ー」福島医科大学教授、紺野先生よりご講義を戴きます。大変興味のあるテーマです。

シンポジウムでは，「ペイン マネイジメント」について３人の先生からそれぞれの御専門の立場から，論じて

頂きます。「鍼刺激による脳機能活動について」を大勝先生，「鍼通電刺激が骨格筋血流量に及ぼす影響」を埼玉医

科大学東洋医学センターの菊池先生から，「末梢神経刺激による神経根内の血行動態の変化を今回の実行委員長であ

る東京大学医学部付属病院鍼灸部門の粕谷先生よりご講義を頂戴します。臨床との関連性が楽しみです。

又，今回は当支部の学術集会としました初めて市民公開講座を企画してみました。素門八王子クリニック院長の

真柄先生より「鍼治療を基本とした癌に関する免疫治療」です

最後に此の学術集会の実行委員長の粕谷先生を始め，東京大学医学部付属病院リハビリテ－ション部の実行委員

のご活躍とご尽力で今日の良き日を迎える事が出来ました。この紙面をお借りしまして心から深く感謝申し上げま

す。

本年も，盛りだくさんの関東支部学術集会です。多くの会員のご出席をお待ちしております。

た。学会も変革の時を迎えました。どうか，今後とも先生方お一人お一人のお力添え心よりお願いいたします。
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教育講演

「腰下肢痛患者の痛みと中枢における鎮痛機序」

紺野慎一

福島県立医科大学医学部整形外科

最近の分子生物学的研究により、心理社会的因子が慢性疼痛と何故密接な関係を持つかが解明されつつあ

る。最も注目すべきは、中脳辺縁系 dopamine systemである。dopamine systemとは、腹側被蓋野から、側

坐核や腹側淡蒼球、前頭皮質、扁桃体などへ軸索をのばしている dopamine回路を言う。半場は慢性疼痛と

辺縁系・大脳基底核との関係をより明確に記述する目的で、文献レビューを行い、最新の痛みの神経科学の

研究成果を報告している。痛み刺激が加わると腹側被蓋野から大量に dopamineが放出される。dopamine
の放出により、側坐核でμ-opioidが産生され、痛みが抑制される。

略歴

紺野 愼一（こんの しんいち）
福島県立医科大学医学部整形外科学講座教授（講座主任）

福島県立医科大学附属病院整形外科部長

福島県立医科大学附属病院材料部部長

学 歴

1984（昭和59）年 自治医科大学医学部卒業

1994（平成 6）年 医学博士取得

臨床専門分野

１）腰痛

２）脊椎・脊髄外科

研究分野

１） 腰椎変性疾患の病態と治療

２） 腰痛の治療

学 会

International Society for the Study of the Lumbar Spine（国際腰椎学会） メンバー

日本整形外科学会 代議員・専門医、認定脊椎脊髄病医

日本腰痛学会 理事

日本脊椎脊髄病学会 評議員・指導医

日本内視鏡低侵襲脊椎外科学会 世話人

日本運動器疼痛学会 理事

日本運動器科学会 評議員
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シンポジウム「Pain Management」

①鍼刺激が脳機能活動に与える効果の検討

大勝孝雄

医療法人三州会大勝病院MRI脳機能解析研究室

【緒言】慢性疼痛の発生メカニズムは複雑で，心身相関の様々な要因が関連しているため，未だ解明され

ていない点が多い．一方，痛み関連脳領域は，侵害刺激のみならず，痛みのイメージなどの感情面に関する

要因でも活性化されることが神経画像研究により報告されている．本研究では，慢性疼痛患者と健常者に対

して異なる末梢刺激を行い，それぞれの群で脳機能賦活部位に興味ある差を fMRIを用いて確認したので報告

する．

【対象および方法】慢性疼痛患者6例，健常者12例に対して鍼刺激を行った（以下前者を疼痛群，後者を

健常群とする）．そのうち無作為に疼痛群 2例，健常群4例に対して鍼を刺入しないプラスチック管刺激を行

った．刺激部位は右側合谷とした．鍼刺激は銀製の鍼を用いて，皮膚を貫通し筋肉中に 10mm刺入した．プ

ラスチック管刺激は，皮膚表面とした．刺激操作は1Hzの頻度でタッピング操作を 30秒間×3回実施し，

fMRI-BOLD法で観察した．

【結果および考察】鍼刺激による BOLD信号の変化量は，疼痛群がと健常群間に有意な差を認めた

(p<0.01)．鍼刺激による脳賦活部位の比較を行った結果，疼痛群は両側中前頭回，右側下前頭回，左側中心後

回，両側下頭頂小葉，右側縁上回，右側上側頭回，右側中側頭回，左側前帯状回，両側小脳，左側島皮質，

大脳基底核（両側レンズ核，左側尾状核），左側側脳室で有意に賦活が認められ (p<0.05)，健常群では右側縁

上回，左側角回，左側小脳で有意に賦活が認められた (p<0.05)．次にプラスチック管刺激を，健常群 4例に

行った結果，4例全てに脳賦活部位は認められなかった．これに対して疼痛群 2例の結果では，脳賦活部位が

広範囲に認められた．健常群ではプラスチック管刺激を行っても BOLD信号がほとんど認められなかったこ

とから，刺激の影響がなかったものと考えられる．しかし疼痛群では，プラスチック管刺激でも広範囲に賦

活化がみられたことから，皮膚への刺激が「疼痛」として影響し脳賦活反応として観察できたものと考えら

れる．

【結語】疼痛群と健常群に対して異なる末梢刺激を行い，鍼を刺入しないプラスチック管刺激で疼痛群の

脳活動に広範囲の賦活化が認められた．この現象は本実験によって初めて明らかになった．この現象は慢性

疼痛の発生メカニズムの解明につながり，鍼刺激の役割・効果の機序を解明する新しい方法論の一助となり

うると考える．
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シンポジウム「Pain Management」

②鍼通電刺激が骨格筋血流に及ぼす影響
99mTc04- クリアランス法による検討

菊池友和

埼玉医科大学 東洋医学センター

一般に,慢性化した疼痛の発現機序の一つに,痛みの悪循環説が示されている.また,鍼治療の有する慢性的で

非特異的な痛みに対する鎮痛効果のメカ二ズムの一つに,筋血流の改善効果が推測されている .しかし,鍼と筋血

流に関する先行研究においては,赤外線分光法やプレスチモグラフ,筋深部温などによる筋血流の増加反応が報

告されているが,鍼通電刺激（EA）が,ヒトの筋血流に及ぼす影響を定量的に直接法で測定した報告はない.
当センターでは,一次性頭痛,非特異的腰痛などに対する鍼治療効果やその作用機序について,本学会をはじ

め関係医学会に報告してきた.そこで,今回我々は,単収縮している筋の血流も測定可能である新しく開発された

クリアランス法を用いEA前・中・後での筋血流量変化を測定した .対象は,健康成人ボランティア10例,男性8例,
女性2例（中央値30.5歳）とし,方法は鍼長50mm直径0.18mmのステレンス鍼で僧帽筋上の天柱穴と肩井穴へEA
を行い,右を刺激側,左を非刺激側とし,筋血流はEA前2分,EA中4分,EA後4分の計10分のデータを分析した.同時に

同部位の皮膚血流と血圧・心拍数も測定した.その結果,EA側の筋血流量は,刺激中増加し ( p＜0.05 ) ,刺激後も増

加する傾向であった ( p＜0.1 ).また皮膚血流は,刺激側・非刺激側ともに刺激中増加し( p<0.05) ,さらに刺激中,拡
張期血圧と心拍数は下降した ( p＜0.05 ).以上のデータから,筋血流は,局所の筋ポンプ作用等により筋血流量が

増加し,皮膚血流や血圧・心拍への影響は単に局所の反応のみならず ,高位中枢を介する交感神経機能抑制が推測

された.
また,こうした血流改善効果や交感神経抑制反応は ,痛みの悪循環を遮断することで,痛み自体が原因である慢

性的で非特異的な痛みに対する鍼治療の作用機序の一つになるものと考える .
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シンポジウム「Pain Management」

③腰部脊柱管狭窄に対する末梢部浅腓骨神経刺激時の

神経根血流の変化 –接触型拡大視内視鏡を用いて–

粕谷大智

東京大学医学部附属病院リハビリテーション部鍼灸部門

Ⅰ.はじめに

腰部脊柱管狭窄は、腰下肢痛の原因で最も多い疾患であり、現在約 240万人が罹患している。代表的な症状

に神経性間欠跛行があり、その発生機序は歩行や立位により脊柱管内をさらに狭くして神経根や馬尾神経内

の血流障害により出現すると考えられている。したがって、治療は神経内の血流を改善する薬物療法が第一

選択として用いられている。

一方、鍼灸刺激でも、ラットの基礎研究において、末梢の神経刺激により神経根の血流改善を認めている。

しかし、ヒトを対象とした臨床研究は無い。今回、非侵襲型で血行動態の観察に適している接触型拡大視内

視鏡（Contact Endoscope;以下CE）を用いて、鍼刺激による神経根内の血流変化について検討した。

Ⅱ.対象と方法

対象はL5神経根型の狭窄で手術適応の 17例（男性6例、女性11例、平均年齢 62.5歳）。手術中にCE
を用いて腰部硬膜上の L5神経根分岐部の血行動態を観察し、腓骨頭下より浅腓骨神経を鍼にて雀啄刺激を 1
分間行った。腰部神経根上の血行動態観察は、低侵襲手技による根の除圧を行う前に測定した。スコープが

神経根を圧迫しないよう手術台に固定し、血行動態を録画し、血球の速度や血管壁の直径の変化を解析した。

Ⅲ.結果および考察

鍼刺激前の神経根分岐部の血行動態は、血行停止、飛翔血栓、スラッジ現象など微小循環障害が観察され

た。鍼刺激直後より同部の血流が促進することが観察され、その後、血流の流速促進や血管径の拡大が 17例

中12例に認められた。

腰下肢痛に対する鍼灸治療の効果機序として、痛みの閾値や皮膚・筋血流の改善等があるが、今回、痛み

やしびれ感に一致した下腿外側部の末梢神経である浅腓骨神経を刺激することで、L5神経根上の血行動態の

改善が認められた。このことは、腰部脊柱管狭窄の間欠跛行の発生機序の主な原因である、神経根内の血流

障害を鍼灸刺激により軽減させる可能性が示唆された。また、接触型拡大視内視鏡は神経根上の血行動態を

容易かつ生理的に測定可能で、神経性間欠跛行の詳細な病態観察及び治療効果判定に有用な手技になりえる

と考える。
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市民公開講座

鍼治療を基本としたがんに関する免疫治療

―遺伝子群の働きを正常化してがんを治す―

真柄俊一

素問八王子クリニック

演者は新潟大学医学部大学院教授の安保徹先生の理論（註１）による鍼治療を基本とした自律神経免疫療

法でがん専門クリニックを 2003年に開業し、これまでのがん患者総数はおよそ 2600人である。この間、2004
年、2007年、2009年の全日本鍼灸学会学術大会でシンポジストを行い、そこで発表したことを要約すると

以下の通りである。

① 安保理論では自律神経免疫療法を行うとリンパ球数が 1800ないし2000以上に増えてがんが治ると

しているが、実際には、統計的にリンパ球数が増えている事実は認められない。

② しかし、イムノドック（がん免疫）検査の導入で、安保理論での治癒機転の一端が見えてきた。

③ この治癒機転としてリンパ球機能が活性化され、善玉サイトカイン産生能が高まることが認められた。

これらの数値が改善されると、進行がんでも発育の停止ないし縮小する現象が認められた。

④ ③により手術後に微小転移が仮に存在しても、その発育を停止ないし消失させる可能性が考えられる。

実際に、2009年には本学会で、当院での手術後の再発率が一般の再発率に比較して 30％程度に押さえること

に成功していること、また余命告知された末期がんが消失した症例の CT写真等を四例供覧した。これらのこ

とから、鍼治療によるがんの再発防止の可能性があることが示唆されるといえよう。

今回の市民公開講座では、今までに報告したことのまとめと、加えてその後の 2年間に進展した研究の内

容を報告する。

この2年間の成果で最大のものは、鍼治療によって遺伝子群の働きが正常化することによって、世界で初

めて癌が治っていく過程を、数値を使って明快に示せるようになったことである。これは日本のジーンサイ

エンス社が開発した CanTect という検査を利用して得たものである。

しかし当然のことながら、上記の③と④の効果は鍼治療だけでは得ることはできない。生活習慣の改善、

特に食事の問題が大きい。演者はいわゆるがんの専門家や、一般の常識とは隔たりがある食事療法を指導し、

その成果を挙げてきたが、米国政府から35年間にわたり莫大な研究費を獲得して研究を続けてきた栄養学者

のT.Colin Campbell の著書「葬られた第二のマクガバン報告（註２）」にほぼ同様の内容が書かれており、

演者の主張が証明されたのではないかと考えている。

これらの詳細と、生活習慣の改善と鍼治療で、がんの治療が副作用や後遺症で苦しむ抗癌剤・放射線治

療と比較して、より良い結果をもたらす実際についてお話をする予定である。

（註１）安保理論：代表的安保理論は白血球の自律神経支配であるが、ここでは、自律神経免疫療法で、

リンパ球比率とリンパ球数が上昇して、免疫力が向上しがんも治すことができるという理論を指す。

（註２）マクバガン報告：1977年に発表されたアメリカ上院栄養問題特別委員会報告のことで委員長のマ

クバガン上院議員の名前を取ってこう呼ばれる。この内容は「ガンや心臓病などの現代病の多くは食生活の

誤りが原因である」ということを指摘している。
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略歴

真柄俊一（まがらしゅんいち）

（素問八王子クリニック・院長）

昭和14年、新潟市生まれ

昭和39年新潟大学医学部卒業

産婦人科医、第一生命医事研究室勤務などを経て

平成15年1月より現職

主な学会活動

＜日本自律神経免疫治療研究会発表実績＞

第6回研究会（15年10月26日）「がん治療による免疫力低下の分析」

第9回研究会（17年4月24日）「乳がん温存療法の問題点を考える‐生存率向上の立場から」

第11回研究会（18年4月16日）「癌の治癒機転においては、リンパ球の活性化の方が数の増加

よりも重要」

第12回研究会（18年10月8日）「イムノドックの有用性について」

＜全日本鍼灸学会発表実績＞

第53回全日本鍼灸学会学術大会・幕張メッセ国際会議場（16年6月12日）

シンポジウムⅡ「がんと鍼灸①」

第56回全日本鍼灸学会学術大会・倉敷市芸文館ホール（19年6月10日）

セミナーⅢ「がんと鍼灸②」

第58回全日本鍼灸学会学術大会埼玉大会・ソニックシティホール国際会議場（21年6月14日）

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝⅣ「がんと鍼灸③」

著書 「がんを治す仕組みはあなたの体のなかにある」現代書林、2007年7月刊

「がん、自然治癒力のバカ力」現代書林、2009年12月刊

「遺伝子ネットワークを正常化してがんを治す(仮題)」幻冬舎、2012年3月刊行予定
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一般演題 １

Trigger Point Blockで効果が得られなかった非特異的腰

痛に対する鍼治療の1症例 －JOABPEQによる検討－

○井上理恵 山口 智 小俣 浩 菊池友和 新井千枝子

田中晃一 小内 愛 磯部秀之 三村俊英 高橋啓介※

埼玉医科大学 東洋医学センター

同整形外科※

【目的】我々は、これまで本学会を始め関係医学会に非

特異的腰痛に対する鍼治療効果を RDQやSF-36、さら

にJOABPEQを用いて検討した結果、疼痛の改善とQOL
が向上することを報告した。そこで今回は、Trigger Point
Block(以下TP)で効果が得られなかった腰痛患者に鍼治

療を行った。評価法にJOABPEQを用い興味深い結果が

得られたので報告する。

【症例】70歳代、女性。主訴：腰痛。初診日より2週間

前に重い物を持ち腰痛を発症。近医整形外科にて精査し

たが異常所見なく、TPを施行するが症状は軽減せず当科

受診。下肢症状(-)、安静時痛(-)、動作時に腰痛増悪。下

肢神経学的所見や理学検査は正常。体幹運動は前屈・後

斜屈時腰痛(+)、腰腸肋筋・腰方形筋・大殿筋に緊張と圧

痛(+)、鍼治療は腰部軟部組織の過緊張緩和を目的に腎兪・

志室・腰腸肋筋圧痛部に 10分間の置鍼を週 1回の間隔で

行った。使用鍼は 0.18 ㎜×50 ㎜。評価は VAS と

JOABPEQを用い、初回と1ヶ月後の治療前の値を比較

し20以上の上昇を有効とした。

【結果】1ヶ月間の鍼治療により、疼痛関連障害・腰椎機

能障害・歩行障害・社会生活障害・心理的障害の全ての

項目で有効と認められた。治療前の VASは初回82㎜、

2診目14㎜、3診目16㎜、4診目0㎜と減少した。

【考察】鍼治療は単に局所反応だけではなく抑制系を賦

活するのに対し、TPは局所麻酔作用によるものであるこ

とから、このような成績が得られたものと考えられる。

【結語】TPで効果が得られなかった非特異的急性腰痛に

対し鍼治療を実施し、疼痛の改善とQOLの向上が示され

た。

キーワード：鍼治療、非特異的腰痛、JOABPEQ

一般演題 ２

仙腸関節障害と診断された症例に対する鍼治療

○佐々木 詠教１）、粕谷大智２）

１）小手指4丁目鍼灸院

２）東京大学医学部附属病院リハビリテーション部鍼灸部門

【はじめに】仙腸関節由来の痛みは、腰痛全体の約 10％
程度と言われている。しかし、MRIやCTで特異的な画

像所見はなく、確立された診断基準はない。今回、他の

疾患を除外でき、仙腸関節障害と診断された症例に対し

鍼治療を行ったので報告する。

【症例】18歳女性。レスリング選手。主訴は左殿部痛、

鼡径部痛、大腿後面内側部痛

【現病歴】レスリングの練習中に痛みが発症。日常生活

では階段を下りる際に鋭い痛みを自覚する。トレーナー

の勧めで○大学保健センターを受診。MRIの画像所見は

特に異常は認められない。仙腸関節障害特有の症状があ

ることと、仙腸関節ブロックにより症状の軽減が認めら

れたことから仙腸関節障害と診断され、医師の勧めで鍼

治療を開始する。

【現症】自覚疼痛部位を指で指してもらう one finger test
で上後腸骨棘周囲を指す。疼痛誘発テストであるNewton
test（変法）、Gaenslen test、Patrick test、左片足立位

で左側に陽性。左側の腸骨筋に圧痛を認めた。画像所見

にて椎間板ヘルニアや股関節症は否定、自覚疼痛部位や

理学的所見、仙腸関節ブロックの所見より、仙腸関節障

害が主体の病態と考えた。【治療および経過】治療は腰部

と仙腸関節近傍に 60mm・24号鍼を用いて鍼のひびき

と疼痛部位の一致を確認したのち15分間の置鍼を計5回
行った。VASの推移は初診時 41mmが5回目で15mm
へ、腰痛疾患治療評価質問票（JOABPEQ）では、それ

ぞれの尺度において改善が認められ、特に腰椎機能障害

の尺度で改善度が高かった。

【考察および結論】仙腸関節障害に対する鍼治療の報告

は少ない。その理由として確定診断が困難であることが

伺える。今回、医師との連携により仙腸関節障害の症例

に対して治療を行い、疼痛緩和、不安や不定愁訴等の改

善も得られ症例自身の QOLの向上が認められたことは、

鍼治療が仙腸関節障害の治療手段の一つとして位置付く

可能性が示唆された。

キーワード: 仙腸関節障害、仙腸関節、殿部痛
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一般演題 ３

刺鍼雀啄による筋線維単収縮と筋パルスによる筋収縮の

超音波観察

斉藤隆夫

斉藤鍼温灸院・滝山病院・東京医療専門学校

【目的】筋肉内への刺鍼時、何も反応が現れない時と筋

肉がピクンと反応する時、ズーンと痛みのような響きを

感じる時がある。単刺で反応が現れない時でも雀啄によ

り同様の反応が起こる時もある。これら反応の中で筋肉

のピクンと感じる筋線維単収縮と筋パルス時の筋線維収

縮に超音波画像で違いがあるのか観察した。

【方法】対象は滝山病院①27才男性、②41才女性。50mm、

20号ステンレス鍼を用い、前腕中間部付近で中指浅指屈

筋①、長母指外転筋①、長母指屈筋①②、足三里付近で

前脛骨筋②へ、刺鍼雀啄による筋収縮をフクダ電子社製

FF sonic UF-8800超音波診断装置の短軸・長軸画像にて

横断面・縦断面を観察し、続いてその筋収縮を観察した

深さのままで鍼に低周波鍼通電を行い筋収縮を観察し

た。

【結果】筋肉内単刺で収縮しなかったが雀啄を繰り返す

と、短軸画像の中指浅指屈筋ではピクンと筋線維束が側

方にスライドし、長母指外転筋では上方にスライド、前

脛骨筋では側方にスライド、長軸画像の長母指屈筋では

側方にスライドする筋線維束単収縮を観察した。続いて

刺鍼されている鍼へパルス電流を流すとそれぞれにおい

て同様のスライドする筋線維束の連続収縮が観察され

た。

【考察】雀啄により筋線維束がスライドする現象は、鍼

先が筋肉内の細い運動神経を刺激し活動電位を発生させ

筋線維束を収縮させたと推測され、パルス電流による収

縮と同じ現象を刺鍼雀啄が引き起こしていると思われ

た。横断面で筋線維束がスライドして見えるのは、筋肉

が収縮し短縮した際に、横断面が横や縦に広がるためと

推測している。

【結語】筋肉内刺鍼により筋肉内の運動神経を刺激しパ

ルス電流と同じような活動電位を発生させることは、鍼

治療の作用機序に重要な役割を演じていると思われる

が、実際に身体にどれだけ影響するものなのか調べる必

要があると考える。

キーワード 雀啄 鍼パルス 筋線維束単収縮

超音波観察

一般演題 ４

着床不全患者の子宮内膜厚の改善がみられた 1症例

小倉洋子(1)、粕谷大智(1)、百枝幹雄(2)

(1)東京大学医学部附属病院リハビリテーション部鍼灸部門

(2)聖路加国際病院女性総合診療部

【目的】子宮内膜の発育は着床と妊娠の成立には重要な

因子であり、不妊治療において、子宮内膜の厚さが治療

成績に影響することはよく知られている。子宮内膜が薄

くなる原因の一つとして子宮内膜掻爬術の既往が考えら

れているが、薬物療法を行っても子宮内膜の発育がみら

れない症例も多い。今回、子宮内膜掻爬術既往があり難

治性の着床不全で、薬物療法を行うも子宮内膜厚の改善

が見られなかった患者にて、鍼治療介入後に子宮内膜厚

の改善がみられたものの、着床には至らなかった症例に

ついて、着床不全の病態との関連を考察した。

【症例】39歳、女性、営業職、163cm、52kg。不妊期間

5年。既往歴：20年ほど前に人工中絶 2回、30歳で卵巣

のう腫のため左卵巣摘出。医療機関にて不妊治療 2年の

期間中 IVF-ETを3回施行し、いずれも良好胚を移植し

たが、妊娠に至らず着床不全が疑われている。薬物療法

にて子宮内膜発育を促すも発育が得られず、移植を見送

る場合もあったため、女性診療部門より鍼治療へ依頼。

【結果】鍼治療介入以前の子宮内膜は 4.5mm から

7.5mmを推移していたが、鍼治療介入後、40回目で

8.6mm まで発育がみられるようになり、49 回目で

11.0mmまで改善、以降は服薬のない状況で 8.7mmと持

続性もみられた。また、採卵後に起こっていた下腹部痛

および左大腿内側への放散痛は、鍼治療介入後 13回目で

消失し、以後出現はみられなくなった。

【考察・結語】鍼治療の妊娠率向上の機序の一つに内膜

厚の改善があるが、今回の症例では厚さの改善は認めら

れるものの、着床には至らなかった。希薄した内膜は着

床不全の大きな原因であるが、着床不全の病態は様々で

把握が難しいのが現状である。内膜の希薄のみが着床の

障害になるわけではないと考えたとき、内膜厚と妊娠率

との関係と、子宮内膜希薄化の原因のスクリーニングは、

今後の検討課題である。

キーワード：着床不全、子宮内膜厚、鍼
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一般演題 ５

受療者は鍼灸等東洋的療法に何を期待するか

－一般大学生と鍼灸専門学校生の比較－

藤田洋輔１）、盆士将典２）、八亀俊一郎１）、坂本歩３）、

奈良雅之４）

１）呉竹医療専門学校

２）東海大学医学部付属大磯病院鍼灸治療室

３）呉竹学園

４）目白大学保健医療学部理学療法学科

【目的】近年、美容鍼灸等の普及から、鍼灸は健康度の

低くない受療者も対象とするようになってきた。鍼灸に

対するニーズが拡大している昨今、鍼灸師を目指す学生

にとって、受療者が何を期待して施術を受けるのか知る

ことは重要である。本研究は、鍼灸等受療に関する期待

について、一般大学生と鍼灸専門学校生を対象者として

質問紙調査を実施し、その結果を比較検討した。

【方法】対象は一般大学生 102名、鍼灸専門学校生 231
名とした。質問紙は、はり、灸、マッサージ等東洋的手

技療法の体験の有無（8項目2件法）と鍼灸等東洋的療

法への期待（17項目5件法）、外的統制尺度（鎌原・樋

口・清水 1982；18項目）及びフェイスシート等によ

り構成した。調査は2011年5～6月に実施し、回答は無

記名とした。

【結果と考察】はり治療体験率は一般大学生が 13.6%、

鍼灸専門学校生が 86.9%であった。鍼灸等東洋的療法へ

の期待に関する 333名の回答結果について主因子法、バ

リマックス回転を用いて因子分析したところ、 4因子が

抽出された。第Ⅰ因子 5 項目は「心の問題解決（α

=0.803）」、第Ⅱ因子 6 項目は「身体の問題解決（α

=0.808）」、第Ⅲ因子3項目は「くつろぎ（α=0.604）」、
第Ⅳ因子2項目は「美容（α=0.725）」と解釈した。期

待４因子と外的統制得点の相関係数は第Ⅰ、第Ⅱ、第Ⅳ

因子が有意な正の相関を示した。

学校種別及び性別と期待４因子について２要因分散分析

を実施したところ、第Ⅰ因子で学校種別の主効果が、第

Ⅳ因子「美容」で性別の主効果並びに学校種別と性別の

交互作用が認められた。

以上の結果から「美容」に関する期待は一般大学生と鍼

灸専門学校生で異なる傾向にあることがわかった。

キーワード：受療期待度調査、一般大学生、

鍼灸専門学校生、美容
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