
第28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：「触れる」を学ぶ 

会   期：2009年11月29日(日) 10:00～16:00 

会   場：神奈川県立 かながわ労働プラザ （Ｌプラザ）3階ホール   横浜市中区寿町1－4  TEL 045-633-5413 

主  催：(社)全日本鍼灸学会関東支部 

後  援：（社）神奈川県鍼灸師会  （社）神奈川県鍼灸マッサージ師会     （社）横浜市鍼灸マッサージ師会 

学会長：後藤修司 

支部長・実行委員長：妹尾匡躬 

 

 

9:10～    開場、受付開始 

9:55～10:10 開会の辞                                  实行委員長・支部長 妹尾匡躬 

 

● 一般演題１（10：15～10:59）                                座長 小川卓良 

１. 現行の管鍼法についての考察                                            山田鍼灸治療院 山田勝弘 

２. 原発不明癌で平滑筋肉腫の多発骨転移患者の症状緩和に対する鍼治療効果   埼玉医科大学東洋医学センター 奥野和歌子 

３. 胸椎圧迫骨折による腰背部痛に対し、腎兪穴のみの灸頭鍼治療が著効した１症例 伊賀鍼灸院・接骨院 近藤佐保里 

４. 骨盤位に対する鍼灸治療の取り組み ―とやまプロトコール―       亀田メディカルセンター  菅野俊輔 

 

● 一般演題２（11：00～11:44）                                    座長 小俣 浩 

５. 耳管解放症状を訴える患者に対する鍼治療の一症例    筑波技術大学保健科学部附属東西医学統合医療センター 村中僚太 

６. 末梢性顔面神経麻痺の後遺症に対する鍼治療      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 粕谷大智 

７. 総合クリニックにおける鍼マッサージ外来部門の診療实態   とうめい厚木クリニックリハビリテーション科 齋藤温子 

８．医科大学病院における鍼灸治療の有用性について                埼玉医科大学東洋医学センター 田中晃一 

 

学術委員会（支部役員会）（11:50～12：50） 

 

● 教育講演（13:00～14：00）                                                  座長 粕谷大智 

「タッチと脳」           東邦大学名誉教授、川崎医療福祉大学 医療技術学部感覚矯正学科 教授 岩村吉晃 

 

●  シンポジウム 「触れる」 （14:00～16:00）                                       司会 松田博公 

①「私の触れる」 ～スウェーデン生まれのタクティール®ケア～         日本スウェーデン福祉研究所 木本明恵 

②「私の触れる」                       蓬治療所所長・東洋鍼灸専門学校講師 戸ヶ崎正男 

③古代人の「触れる」とは？            赤門鍼灸柔整専門学校 東洋療法教育専攻科 専任講師 浦山久嗣 

④日本人の「触れる」とは？ ―鍼灸書の記載を通して―  森ノ宮医療学園専門学校 はりきゅうミュージアム研究員 横山浩之 

 

閉会式(16:05～) 

 

●  懇親会   かながわ労働プラザ 9階  レストラン 「味彩」  
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ご挨拶 

 

（社）全日本鍼灸学会関東支部 支部長・第２８回学術集会实行委員長 妹尾匡躬 

 

平素は，（社）全日本鍼灸学会関東支部へのご協力を頂き厚く御礼を申し上げます。有り難うございます。 

一般口演に発表して頂きます先生方には，ご協力を頂きまして御礼を申し上げます。今年は応募者が尐なく，学

術部の山口先生，粕谷先生がやきもきされていましたが，お陰様でどうにか形が整いました。学術集会は会員発表

の場ですので，来年からは積極的にご参加をお願い申し上げます。 

 関東支部学術集会も２８回目を迎えました。今回の学術集会には二つの意義があります。 

一つ目の意義は，我々が日頃行っている「日本の鍼」、未だ定義がありません。やはり、そろそろ全世界に向かっ

て私達の日本の鍼を発信したいです。「日本の鍼」を定義付ける為の第一歩として，本日のテーマ「触れる」を学ぶ，

にしました。私は鍼灸には，三つの面があると思います。それは，鍼灸道，鍼灸学，そして鍼灸術であります。学

門として「触れる」を教育講演に岩村吉晃先生（東邦大学名誉教授。現 川崎医療福祉大学 医療技術学部感覚矯正

学科 教授「タッチと脳」にお願いいたしました。 

私達の先輩達は，一体全体「触れる」をどう考えたのか。その歴史を学びたいと思います。古代人の『触れる』

とは？浦山久嗣先生（第二次経穴委員会委員，赤門柔整専門学校講師）。近代日本人の『触れる』とは？横山浩之先

生（森ノ宮医療学園学術研究員，総務部主任） 

技術としての面を，「 私の触れる」と題しまして，戸ヶ崎正男先生（東洋鍼灸専門学校講師）。第２講を木本明恵

先生（看護師。タクティール・シルヴィアホーム認定）の貴重なお話を拝聴させて頂きます。 

 最後に、シンポジウム「触れる」で、総合司会を松田博公先生（鍼灸ジャナリスト，東洋鍼灸専門学校顧問）に

お願い致しました。 

二つ目の意義は，後案内のように私達の地方会が解散になり，従来の方式の学術集会や学術大会から卒業して，

模索をしながら，新しい学会への飛躍をしなければなりません。当支部の学術集会も，本日新しい旅立ちになった

のです。ですから本日の学術集会は，関東支部学術委員会と旧神奈川地方会の仲間が 

主体となって，準備し開催に至りました。此処に陰のお仕事を引き受け实行して頂いた委員の先生方に心より感謝

を申し上げます。本当に有り難うございました。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          

 

「タッチと脳」 

        

                川崎医療福祉大学 医療技術学部感覚矯正学科 教授 岩村吉晃 

 

 

 

ここでは「タッチ」の語は広い意味で用い、体性感覚について述べる事にする。体性感覚とは手指に限らず全身

の皮膚や深部組織が関与する感覚をさす。触る、あるいは触れることによっておこる感覚であり、また触られるこ

とによっておこる感覚でもある。視覚や聴覚に比べると、そのしくみが複雑で一般の人には分りにくい感覚のよう

に思われている。そもそも体性感覚の役割はなんだろうか。これを以下に整理してみる。 

 

１）自分の身体が刺激されたことがわかる 

２）刺激の種類がわかる 

  触られた、温かい、冷たい、痛い（触覚、温覚、冷覚、痛覚） 

３）刺激された体部位が分る 

４）手で触るとき、触った相手の性質（感触、形、大きさなど）が分る 

５）物や道具を巧く操作、使用する 

６）自分の姿勢、四肢、舌、顎、眼の位置や動きがわかる 

７）自己を中心にした周囲空間を認識する 

８）四肢、体幹、舌、顎、咽頭、眼の運動を無意識に(反射的に）コントロールする 

９）自律神経活動を無意識に(反射的に）コントロールする 

10）情動的な体験や反応を惹き起こす  

  （これは嫌だ、気持ちよいなど） 

 

これらの働きに関係する体性感覚の受容器にはどんなものがあるのか、またそれらはどのように働くのか、そし

てそれぞれの機能が脳のどの部位で営まれているのかなどについて解説する。 
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 シンポジウム「触れる」 

  シンポジウム「触れる」：意図と進行について 

                                             松田博公 

鍼灸ジャーナリスト 東洋鍼灸専門学校顧問  

 

 この数年、鍼灸界に皮膚に対する関心の高まりが見られる。それは触診や体表観察、指頭感覚の修練などへの着

目を伴って、ミニブームを形作っている。10月、大阪で開かれた日本伝統鍼灸学会では、实技表演の冒頭に、自分

が行っている手指の感覚の鍛え方を紹介した臨床家が多かった。 

 こうした動きには、どんな背景があるのだろうか。 

 まず、鍼灸が地球大に普及し、中医学の戦略的動きが目立つなかで、日本の鍼灸家が日本鍼灸の特色について考

えようとしていることが挙げられる。日本鍼灸とは何かの定義は、まだ明確ではないが、その特徴の一つが、指頭

感覚を駆使したツボや体表への診断、観察であるということに異論はないだろう。また昭和初期以降は、刺さない

接触鍼や小児鍼、鍉鍼治療など、マイルドな皮膚施術も、流派を問わず共通の財産になってきた。形成されつつあ

る世界鍼灸の潮流に貢献しようとするなら、これら現代日本鍼灸に特徴的な体表へのまなざしがきちんと位置づけ

られ、言語化され、発信されなければならないという自覚が生まれている。 

 機を一にするように、科学の領域においても、皮膚の解明が進み、皮膚への刺激が生命の維持や賦活に及ぼす作

用が明らかになってきた。資生堂の科学者、傳田光洋氏によれば、表皮は、刺激に応じて脳と同様にホルモン、サ

イトカインなどを合成・放出して免疫、神経、情動に働きかけ、脳の指令を待たずに生体の機能を調えているとい

う。「皮膚は第三の脳」説である。桜美林大学の心理学者、山口創氏は、スキンシップをした子ネズミの脳に他者と

の信頼感を築く「愛情ホルモン」オキシトシンが分泌されることや幼児期に身体接触の尐なかった心療内科の患者

のケースなどを例に、心を育てる上で大切な皮膚刺激の役割を強調する。これらの研究成果は、皮膚への繊細で優

しい施術が、神経を狙った強い刺激よりも心やからだに効果的に働きかける場合があるという鍼灸家の経験的直感

と一致する。日本的な刺さない鍼やマイルドな鍼施術がなぜ効くのかへのヒントにもなっていて、われわれを勇気

づけてくれる。こうした科学者、研究者と鍼灸界のコラボーレーションが近年行われてきたことも、無視できない。 

 このような状況を受けて、妹尾匡躬支部長の発案により、本シンポジウム「触れる」が企画され、松田が司会を

承った。パネリストは、発言順に看護師で日本スウェーデン福祉研究所の木本明恵さん、蓬治療所所長で東洋鍼灸

専門学校講師の戸ヶ崎正男氏、はり・きゅう移山堂院長で赤門鍼灸柔整専門学校専任講師の浦山久嗣氏、森ノ宮医

療学園専門学校はりきゅうミュージアム研究員の横山浩之氏である。木本さんからは、スウェーデンが生んだ優し

いマッサージ、タクティールケアによる介護を通して感じてきた、「触れることの意味」についてお話しいただく。

戸ヶ崎氏には、長年習熟された切診、触診のわざから見えてきた「ツボの实相」および、「触れて分かる鍼灸臨床の

価値」について語っていただく。続いて歴史と文献からのアプローチに移り、浦山氏には、『素問』『霊枢』『難經』

『甲乙経』などの古典に記載された北宋期以前の中国鍼灸の診断と治療における「触れる」について概観していた

だく。横山氏には、日本の鍼灸文献を江戸期と明治以降に大別し、そこに記載される「触れる」ことに関してご報

告いただく。 

 『史記』扁鵲倉公列伝に記された「病の応は体表にあらわる」という言葉は、鍼灸家であればだれもが一度は聴

いたことがあるはずである。しかし、ドイツの哲学者が「われわれは、太陽系の恩恵を忘れて暮らしている」と述

べたように、鍼灸家も日々施術の対象にしている皮膚への関心の持ち方、感謝の捧げ方は、十分とは言えないので

はないだろうか。各パネリストの発表時間は 20分と短く、討論も40分に限定されているが、鍼灸臨床における皮

膚ルネッサンスの気運をいっそう深めるきっかけになれば、本シンポジウムの役割は果たせたことになる。 
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シンポジウム「触れる」 

 

①私の触れる 
～スウェーデン生まれのタクティール®ケア～ 

                                                  

                                                                      木本明恵 

                                           日本スウェーデン福祉研究所 
 

身体に触れられたときに、ホッとしたり、休まる気持ち

を経験したことは、ありませんか。 

日常的に行なわれている肌と肌の触れ合いが、保健・

医療・福祉の現場において多くのよい結果を作り出して

いることが、スウェーデンで行なわれている「タクティー

ルケア」によって明らかにされています。 

タクティールケアとは 

 ラテン語の「タクティリス（Taktilis）」に由来する言葉で、

「触れる」という意味です。その言葉が示すように、術者

の手で 10分間程度、相手の背中や手足をやわらかく包

み込むように「触れる」ことでさまざまな症状を和らげま

す。 

 タクティールケアは、ケアとしての手段にとどまらず、

肌と肌との触れ合いによるコミュニケーション方法のひ

とつでもあります。普段あまり話をしない方が、昔話やご

自身の生い立ちなど、いろいろなことを話し始めること

があります。医療・福祉の現場では、ニーズを把握する

ツールとして有効な活用ができます。 

Give-and-take（ギブ‐アンド‐テイク）の関係 

タクティールケアの有効性を裏付ける科学的根拠とし

て、『体内におけるオキシトシンの関与』があります。最

近の研究では、不安感やストレスの軽減にも大きく関わ

っていることが明らかになっています。オキシトシンは、

タクティールケアを受けることで皮膚にある触覚の受容

体が刺激され、知覚神経を介し脳の視床下部へ信号が

送られることにより、分泌されます。この血液中に分泌さ

れたオキシトシンによって、不安感やストレスが軽減さ

れるのです。このオキシトシンは、触れ合っている同士

に分泌すると言われています。 

これが、Give-and-take（ギブ‐アンド‐テイク）の関係で

す。ともに癒されることができるのです。             

 

タクティールケアと認知症緩和ケア 

このタクティールケアを認知症ケアに活用しているの

が、スウェーデンにあるシルヴィアホームです。シルヴィ

アホームは、1996年2月14日にシルヴィア王妃と認知症

緩和ケアの第一人者であるバルブロ・ベック＝フリース

教授によって設立された認知症専門教育機関です。ここ

では、実際に現場で認知症ケアの多くを担うアンダーナ

ース（日本での准看護師に相当）の知識と技能を高める

ことを目的とした教育が行なわれており、認知症緩和ケ

アの実践において、タクティールケアを有効なツールと

して活用しています。 

誰もができるタクティールケア 

 タクティールケアは、治療を目的とした手法ではありま

せん。コミュニケーションのひとつとして子供同士で、親

子や夫婦あるいは、職場で活用できる身近なケアです。 

 

参考文献 

１） シャスティン・ウヴネース・モベリ著、瀬尾智子ほか訳：オキシ
トシン――私たちのからだがつくる安らぎの物質，晶文社，2008． 
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シンポジウム「触れる」 

②「私の触れる」抄録 

                   戸ヶ崎正男 
                    蓬治療所所長・東洋鍼灸専門学校講師 

１．はじめに 

 19歳で漢方に出合いそれを勉強する中で、東洋医学は他の東洋の学問と同様实践の学であることを知り、医師で

漢方を行う先生に弟子入りする。そこでさらに鍼灸を知り東洋医学の研究を志す。 

 鍼灸は漢方以上に臨床实践が必要であることが分かり、鍼灸治療所を開設して臨床家になり、師から習った経絡

治療により日々治療を行う。 

 实際の臨床を続けているうちに、経絡治療のシステムに疑問を感じはじめ悩んでいる頃、医道の日本社から発行

された500号記念特集『圧痛点による診断と治療及び指頭感覚』を読んで、どのように臨床を続けていけばいいか、

方向がようやく見えたのである。以後は今まで以上に徹底して体表観察（切経探穴）を行った。即ち、“私の触れる”

の始まりである。 

診察では触診を重視し、治療において、刺鍼（施灸）前はツボの状態を指頭で捉え、刺鍼中は押手、刺手に感じ

るものを細大もらさず触知し、抜鍼（施灸）後はツボの変化を指頭で察知するのである。これを続けているうちに

治療効果がさらに上がり、治療効果を上げる方法も尐しずつ分かるようになる。 

 

―診察風景を数分間パワーポイント（ビデオ）で流す（予定）― 

 

“私の触れる”を通じて分かったことを整理すると以下のようになる。 

 

 ツボの特徴を四型分類として捉え、それに基いて刺鍼、施灸をすると治療効果が上がることが分かる。これ

により鍼及び灸の補瀉が明確になる。 

 

 本治法、標治法の本質的な意味が分かるようになる。その結果、病人と病気との関係、病気の構造が明確に

なる。また、本治法と体質（気質）、既往症との関係も明解になる。 

 

 本治法の重要性を追求する過程で任脈、督脈の意義に気がつき、任脈、督脈に対する治療を本治法とする任

督中心療法を開発する。 

 

 ここで以上に関すること全てを解説する時間はないので、四型分類と刺鍼（補瀉）の仕方に関したことを説明す

る。 

 

２．“四型分類と刺鍼（補瀉）の仕方”に関しては末尾に（参考）として載せる。 

 

３．むすび 

“私の触れる”を通じて分かったことは先にも書いたが、ツボの特徴を整理すると鍼灸の補瀉が明確になり、本治

法、標治法の意味、体質（気質）改善の意義、既往症の持つ意味が明解になり、新しい治療システムも開発でき、

その結果治療効果が飛躍的に上がったのである。 

また、種々の治療システムの評価や過去（古典等）のいろいろな理論や技術の真偽を正すことも可能なのである。 

 今後とも“私の触れる”を続けることによって、鍼灸の診察、診断、治療の技術面の理論化を図っていくと同時

に、「病気とは」、「治るとは」、「治療とは」等といった東洋医学の本質に迫ろうと思う。（平成21年10月30日） 
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参考）四型分類と刺鍼（補瀉）の仕方 

1．四型分類と寒熱虚実 

寒熱虚实は邪正（邪気と正気）の盛衰によって起こるのであるが、その程度によってツボの寒熱虚实も量的、質

的変化が起こる。その結果、形態や反応にいくつかの特徴が現れる。 

Ⅰ型は発赤、発熱、隆起、緊張等の特性を有し、熱实（熱邪充満vs正気＞）～实（正気≧）と規定できる。 

Ⅱ型は陥下、硬結等の形態特性を有し、尐し寒邪の入った实（尐寒の邪気vs正気＜）と規定できる。 

Ⅲ型は陥下、弛緩、硬結等の形態特性を有し、寒实（寒性の邪気充満vs正気≪）と規定できる。 

Ⅳ型は陥凹、陥下、弛緩等の形態特性を有し、虚（正気≪）～虚寒（正気≪冷えを伴う）と規定できる。  

 

四型分類は典型的な状態を示したもので、实際には移行型（変形）が多数存在する。また、Ⅱ型からⅢ型に移行

する場合、それらの中間タイプもある。 

Ⅰ型 

熱实～实 

(旺気实) 
 

形態特性 
表層：隆起・緊張（広さは身体部位により多様） 

Ⅰ型の変形：発赤・発熱・隆起・緊張、緊張のみ等 

反応特性 軽圧で過敏痛（不快痛） 

Ⅱ型 

实（尐寒） 

 

形態特性 
表層：陥下・中層以上に硬結※1（比較的弾力がある） 

Ⅱ型の変形：表面緊張・直下に硬結等 

反応特性 中圧前後で過敏痛（不快痛） 

Ⅲ型 

寒实 

 

形態特性 

表層：陥下・（その下から）弛緩・中層以下に硬結※（非常に硬く弾力

がない） 

Ⅲ型の変形：陥下・硬結（弛緩がない）・硬結のみ等 

反応特性 
鈍痛（快痛） 

Ⅳ型 

虚～虚寒 

 

形態特性 

表層：陥凹・陥下※2・その下から弛緩（弛緩部の広さ、深さは身体部

位により多様） 

Ⅳ型の変形：陥下のみ等 

反応特性 
手のぬくもりが気持ち良い感覚（快痛）・鈍痛・ 

知覚鈍麻 

※1 硬結の硬さ、形、大きさは身体部位により多様    ※2 陥凹は視覚的にへこむ状態、陥下は触覚上へこむ状態 

 

2．四型分類と刺鍼の仕方（補瀉） 

熱性の邪気や正氣が集まりすぎた状態（旺奇实）やまだ十分に正気がある状態では瀉法を行い、正気の不足が非常に強

くなった状態や寒性の邪気が充实した状態では補法を行う。 

Ⅰ型、Ⅱ型は瀉法を行うが、Ⅱ型は瀉而補す（瀉すことで結果的に補になる）法である。Ⅲ型、Ⅳ型は補法を行うが、

Ⅲ型は補而瀉す（補すことで結果的に瀉になる）法である。 

 

 瀉  法 補  法 

対象 熱实・旺気实・实・尐寒实等：Ⅰ・Ⅱ型 寒实・虚・虚寒等：Ⅲ・Ⅳ型 

方法 
刺鍼手技を素早く、小刻みに、軽快に、短時間行

う 

刺鍼手技をゆっくり、大きく、柔らかく、長い時間行う 

刺鍼 

手技 

卖刺術－即刺即抜 

雀啄術－上下動を小さく、素早く軽快に 

旋撚術－回転角を小さく、素早く軽快に 

散鍼術等 

雀啄術－上下動をゆっくり、大きく、強く 

旋撚術－回転角をゆっくり大きく、強く 

弾爪術－ゆっくり、大きく、柔らかく鍼柄を弾く 

置鍼術・屋漏術・乱鍼術・斉（揚）刺等 
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Ⅰ

型 
 
 

熱
実
～
実 

 

使用鍼 刺鍼手技 術者・被術者の感覚 

長さ：3～4㎝ 

太さ：0.16～0.18㎜ 

材質：ステンレス（銀） 

・方向：直刺（刺鍼面に対して直角） 

・深さ：浅層－接触～数㎜ 

・撚鍼法：接触～数㎜刺入 

・管鍼法：軽い弾入で１㎜前後（抵抗感） 

・瀉法（速刺速抜）：卖刺術・散鍼術 

・前後揉撚なし 

術
者 

鍼先の抵抗が急になくなりス

ゥーッと入る 

被
術
者 

ツゥーンと響く 

  

Ⅱ

型 
 
 
 

少
寒
実 

 

使用鍼 刺鍼手技 術者・被術者の感覚 

長さ：4㎝ 

太さ：0.16～    

0.2㎜ 

材質：ステンレス（銀） 

・方向：直刺（同上）、押して最も響く方向 

・深さ：浅層～中層 

・管鍼法：軽い弾入で抵抗物（硬結の上部） 

・瀉法（速刺徐抜）：雀琢術（旋撚術）を硬結の下部

まで行う（瀉して補す） 

・抜鍼時：鍼にまとわり付くものがあれば、それを

引き離すように引く圧を大きくした上下動を

押手の左右圧を尐し弛めて行う 

・前後揉撚なし 

術
者 

鍼先から急に抵抗がなくな

りスゥーッと入る 

被
術
者 

ズゥーンと響く 

 

   

 
  

旋 撚 
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Ⅲ

型 
 
 
 

寒
実 

 

使用鍼 刺鍼手技 術者・被術者の感覚 

長さ：4㎝以上 

太さ：0.2㎜ 

  以上  

材質： 

ステンレス（銀） 

・方向：直刺（同上） 

・深さ：中層～深層 

・管鍼法：通常の弾入、抵抗物（硬結の上部）まで刺入 

・補法（徐刺徐抜）：雀琢術、旋撚術を硬結の下部まで行

う 

・抜鍼時：硬結内で鍼にまとわり付くものがあれば、それ

を引き離すように引く圧を大きくした上下動を

押手の左右圧を尐し弛めて行う 

弛緩部では弾爪術等をして鍼を尐しずつ引き上

げる 

・前後揉撚有り 

術
者 

非常に硬いものが尐し

ずつ柔らかくなる 

被
術
者 

何も感じない 

↓ 

鈍い（心地良い）響き 

 ↓ 

鋭い響き 

 

Ⅳ

型 
 

虚
～
虚
寒 

                                

使用鍼 刺鍼手技 術者・被術者の感覚 

長さ：4㎝以上 

太さ: 0.18㎜ 

以上 

材質：銀（金） 

・方向：直刺（同上） 

・深さ：表層～深層 

・撚鍼法（表層）:接触～数㎜ 

・管鍼法（中層～深層）：通常の弾入、押入（旋撚）し、抵

抗部（弛緩の底部）まで刺入 

・補法：速刺徐抜 弾爪術、旋撚術、置鍼術等を行い鍼が

抜け難くなったら尐しずつ鍼を引き上げる（皮膚表

面まで） 

・前後揉撚有り 

術
者 

引き締まった感じ 

被
術
者 

引き締まる（時に弛ん

だ）感じ 

 

  

 
 

旋 撚 

雀 啄 
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シンポジウム「触れる」 

③古代人の「触れる」とは？ 

浦山 久嗣 

赤門鍼灸柔整専門学校東洋療法教育専攻科専任講師 

第二次日本経穴委員会作業部会委員 

Ⅰ．はじめに 

１．契機 

 たまたまご一緒させていただいていた歓談の席が、实は、本シンポジウムの企画打ち合わせの会議も兼ねていた

ことを理解したのは、同席させていただいて 30分は過ぎていた。 

 あまり邪魔にならぬようにと多尐気を使いつつも、会話の腰を折らぬ程度には会話に参加していたつもりであっ

たが、本シンポジウムのコーディネーターである松田博公氏のお話を伺っているうちに、氏と傳田光洋氏との対談

の記事[1]を思い出していた。すなわち、最新皮膚科学の可能性と日本伝統鍼灸の特殊性との意外な共通点について

である。 

 大変興味深くお話を伺いながら、「果たして、中国医学古典はどれほど皮膚について考えていたのだろうか?」な

どとさまざまに思いを巡らしていると、会話の流れが私も急遽シンポジストに加わったほうが良いということにな

ってしまっていた。私の研究分野でもあり、大変興味をそそられる内容でもあったので、浅学菲才の身も省みず快

諾させていただいた。 

２．「触れる」とは? 

 『説文解字』(以下、『説文』と呼ぶ)角部には「觸とは、牴なり。」とあり、同じく牛部には「牴とは、觸なり。」

とあって、いわゆる「互訓」の形である。通常、｢觸｣も｢牴｣も「さわる」と読むことが多いが、『漢字語源辞典』(藤

堂明保著、學燈社、昭和40年刊)によれば「角を立てるようにひと所にジッとおし当てる意」であるという。 

 したがって、日本語の「手で触れる；ほんのちょっとさわる」という「触(觸)」字のニュアンスをリスペクトし

ようとすれば、｢觸｣や｢牴｣についていくら調べても核心から遠ざかることになるので、「触」字には拘泥せず、古代

中国鍼灸の文献から関連事項を適宜検討する形で本論を進めて行きたい。 

Ⅱ．「皮膚」について 

 我々鍼灸師が「触れる」対象は患者の「皮膚」であるので、「触れる」ことに先立って中国医学における「皮膚」

のありようについて触れておく必要があろう。 

 『説文』皮部には「皮とは、獣革を剥ぎ取る者は、之を皮と謂ふ。」とあり、「皮」字は「手で獣の皮を剥ぎ取る

様」を表している。革部には「革とは、獣皮の治(なめ)して、其の毛を去るを革と曰ふ。」とあって、頭部→「廿」

と、剥ぎ取った皮をなめして毛を剃った胴体部→「中」と、尾と後ろ足→「十」からなる象形文字であるという。

どちらも、本来、医療とは無関係の文字であるようだ。 

 また、肉部には「臚(ふ)とは皮なり。肉に从(したが)ひ盧の声。膚とは籀文の臚なり。」とあるが、「膚」の音は「敷

(→隈なく敷き詰める)」や「付(→ぴったりとひっ付く)」と同系統であり、皮を剥がれる前の「生きている皮膚」を

意味しているようである。『史記』倉公伝には「臣意、其の脉を診て曰く：蟯瘕なり。蟯瘕を病と為す。腹大にして

上膚黄麤なり。(診藉⑲)」とあり、腹部の皮膚が黄色く肌理が粗いことを言うときに「膚」字を使うのは字義に相

応しい。しかし、同じく倉公伝には「所謂る気なる者は、当に飲食を調へ、日を擇晏し、車歩して広志し、以て筋･

骨･肉･血･脉を適(かな)えて以て気を瀉すべし。(問答⑤)」ともあり、これは馬王堆書『陰陽脉死候』に言う「肉先

死･骨先死･気先死･血先死･筋先死」や『霊枢』九鍼論篇の「亓走(酸走筋･辛走気･苦走血･鹹走骨･甘走肉)」と共通

の用語を使用していることは偶然ではあるまい。また、この文は『霊枢』経脉篇の「毛先死･血先死･肉先死･骨先

死･筋先死･志先死(亓陰脉絶の段)」に変化し、さらに九鍼論篇の「亓主(心主脉･肺主皮[2]･肝主筋･脾主肌･腎主骨)」

などの亓行的階層構造[3]の世界へ集約されて行くものではあるが、まだこの段階では「皮毛」は階層構造としては

意識されていないように思われる。 



11 

 

シンポジウム「触れる」 

 

しかし、『素問』刺要論篇ともなると「毫毛腠理･皮膚･肌肉･脉･筋･骨･髓」と７層に細分する試みもあり、ここでは

傷ついても害のない「毫毛腠理」と、傷つければ肺を動じる「皮膚」とは厳密に区別されているようである。 

Ⅲ．診断における「触れる」 

１．切診について 

 『史記』倉公伝には「其の脉を切して、肝気を得。(診籍①)」とある。『素問』脉要精微論篇に「脉の動静を切し

て、精明を視る」とあり、王冰注に「切とは、指を以て脉に切近するを謂ふなり」といい、『難経』六十一難には

「脉を切して之を知る者は、其の寸口を診て其の虚实を視み、以て其の病むを知る」とあり、楊玄操注に「切とは

按なり。謂る寸口の脉を按じて、弦多き若き者は、肝病なり。」という。したがって、「切」とは診脉の行為を意味

することは論を俟たない。 

 しかしながら、『霊枢』九鍼十二原篇に「血脉なる者は、腧の横居に在りて、之を視れば独り澄み、之を切すれ

ば独り堅し」とあり、同じく終始篇には「人迎一盛なれば、足尐陽を寫して足厥陰を補ふ。…必ず切して之を験す。」

とあるのは、「脉診をする」というより、「血管を触診する」かのようである。 

 さらに、同じく経水篇では「夫(そ)の八尺の士の若きは、皮肉 此れに在れば、外より度量･切循して之を得可く、

其の死するや解剖して之を視る可し。」、「審(つまびら)かに切循･捫按して、其の寒温･盛衰を視て之を調ふ。」とあ

り、また、周痺篇にも「故に痺を刺す者は、必ず先ず其の下の六経を切循して、其の虚实、及び大絡の血の結して

通ぜざる、及び虚して脉の陥空なる者を視て之を調へ、熨して之を通ぜしむ。」とあり、陰陽二十亓人篇にも「其の

寸口･人迎を按じて、以て陰陽を調へ、其の経絡の凝濇を切循す。」とある。これらに言う「切循」とは、卖なる診

脉行為に留まらず、経絡に対して手指による一定の刺激を加えることで気血の循行の状態などを診察する方法であ

ると考えられる。 

 したがって、これらの行為を含めて勘案すると、「切」字の意味としては『広韻』入声･屑韻の「切とは、…近(ち

かづく)なり、迫(せまる)なり。」のほうがより相応しく、「切診」を定義する場合は「手指により皮膚への接触によ

って行われる動脈拍動部を含む経絡系統全体を診断する行為」とすべきではないだろうか。 

２．菽法について 

 『難経』亓難には「軽重法」あるいは「菽法」と呼ばれる診脉圧度に関する言及があり、最も軽い「肺部」の圧

度を「三菽」とするが、その度合いについては若干の異説がある。 

 最古の注釈である呂広注では「菽なる者は、豆なり。言ふこころは、脉の軽重、三豆の重さの如くして皮毛の間

に在り。皮毛なる者は、肺気の行(めぐ)る所なりて、肺部と言ふなり。」といい、以降、①「菽」を「大豆」とする

説(呂広･丁徳用など)、②「菽」を「小豆」とする説(『脉経』)、③相対的な比率であり「菽」自体の重さには意味

がないとする説(滑寿･加藤万卿など)、に大別される。一般的には③説が支持されることが多いように思われるが、

それは卖に、術者側から見て最も簡便で都合が良い解釈であるに過ぎず、学術的に妥当であるとは言いがい。何よ

り、当時の状況がどのようであったかという興味を満足させられないことにこそ最大の問題があろう。 

 『説苑』[4]弁物には「十六黍を一豆と為し、六豆を一銖と為す」とあり、当時の「1 銖」が 0.67g であるところ

から、「1 豆」は約 0.11g であり、1 粒が 0.35~0.37g ほどはあろう現在の「大豆」とは微妙に開きがある。100 粒

で17g以上の大型の小豆を「大納言」というらしいが、言い換えれば通常の「小豆」は 1粒が0.17g未満というこ

とになり、『説苑』の記述に近似してくる。 

 『説苑』の「豆」を重さの卖位と仮定すれば「三菽」は約 0.33gであり、脾部の「九菽」は約1g、肝部の「十二

菽」は1.34gということになる。術者の1本指腹の接触面積を仮に1cm2としても、寸･関･尺の3本の指でおよそ

1～4g(0.3~1.3g/㎝2)以上には加圧していないことになる。 

３．挙按について 

 もちろん、『難経』亓難には「之を按じて骨に至り、指を挙げて来疾する者は、腎部なり。」ともあり、最下層の

第 5 層目である「腎部」においては、『難経』自体がこの「菽法」を適用していない。脈拍が感じられなくなるほ

どの圧度が何グラムに相当するかを報告した論文は管見に入らないが、発表者の臨床経験からすると、皮毛や腠理 
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に接触しているレベルを「診脉圧度 0～1」とし、脈拍が感じられないレベルを「診脉圧度 30～50」と想定するこ 

とで、「三～十二菽」のレベルが「診脉圧度3～12」程度になるのではないかという印象を受ける。この印象は、体

表の階層構造全体に通底するもので、前述した『素問』刺要論篇の「毫毛腠理･皮膚･肌肉･脉･筋･骨･髓」や次に述

べる、治療上の「触れる」についての認識にも影響していると思われる。 

 診脉における「按」字の用法は、『霊枢』邪気蔵府病形篇の「其の脉を按じて、其の病を知るを、命じて神と曰

ふ。」や『素問』陰陽応象大論篇の「善く診る者は、色を察し脉を按じて、先ず陰陽を別つ、…尺寸を按じ、浮沈

滑濇を観て、病の生ずる所を知りて、以て治するなり。」や方盛衰論篇の「脉の動静を按じ、尺の滑濇寒温の意に

循ひ、其の大小を視て、之を病能(びょうたい)に合す」など、『内経』中では小数に限られるが、「挙」字を使用す

る診脉の例は『内経』には見られず、『難経』ではこのほかには四難の「之を按じて濡(なん)、指を挙げて来ること

实なる者は、腎なり。」にも診られる。この用法は、『張仲景方』[5]を介して、『脉経』巻一･脉形状指下秘決第一の

「浮脉。之を挙げて有餘、之を按じて不足。」などの浮沈の脉の基準として確立したが、その圧度については前述

の「0.3~1.3g/㎝2」を「挙」の基準とし、それ以下を「按」とすることが妥当であると考えられる。 

Ⅳ．治療における「触れる」 

１．『黄帝内経』の「触れる」 

『霊枢』刺節真邪篇には、刺鍼の術式について「経絡の虚实を診察して、(左手で)虚の場合は経絡を撫で摩り、实

の場合は按圧したり指で弾いたりして(気血を行らせ)、経絡に変化が現れてから取穴し、(右手で)刺鍼する」[6]とい

う意味に取れる記述があるが、『素問』離合眞邪論篇はこれをさらに発展させ、瀉法は「三部九候の診断に従って、

対象経絡を(左手で)圧迫して気を滞らせておき、吸気時に刺入して気が鍼に逆らわないようにさせ、静かに長時間

置鍼することで邪気が広まらないようにする。吸気時に鍼を廻旋して、気を得ることをドーゼの目安とする。息を

呼(は)き始めたことを観察し、(それに合わせてゆっくり)鍼を引き上げ、呼き切るのを待って抜鍼する(鍼孔は閉じ

ない)。」[7]となり、補法は「必ず刺鍼に先駆けて(左手で刺鍼部の皮膚を)軽く撫でて気を巡らし、擦って気を散らし、

圧迫して気を押さえ、指で弾いて充血させ、爪を立てて固定する。(このようにして)気を通じさせてから取穴する。

(刺入時には、左手で)孔穴を(摘んで)引っ張り上げ、(抜鍼時は)神気(が漏れ出さないように孔穴)を閉じる。(気が漏

れ出さないように)息を呼(は)き切った時に刺入し、静かにして長時間置鍼することで気が至るようにする。…息を

吸い始めるのを観察して(そのタイミングに合わせて、右手で)抜鍼し、気が漏れ出さないようにする。それぞれの

孔穴をその都度(左手で)押して蓋をする。」[8]という意味になろう。 

 補法における左手の「捫･切･推･弾･抓」の術式では、皮膚への刺激量と圧迫の深度が徐々に増すように記述され

ており、これらの術式を順番に行うにしても、目的別に使い分けるにしても、合理的な表現であるだけでなく、前

述の階層構造的認識とも関連が意識される。[9] 

２．『甲乙経』の「触れる」 

 『甲乙経』第三巻に収録される孔穴部位は、正確に取穴するために手指感覚によって部位を定めざるを得ない表

現が散見する。例えば、頭直鼻中入髪際一寸循督脉卻行至風府凡八穴第二の「風府…、在頂[10]上、入髪際一寸、大

筋内、宛宛中。疾言其肉立起、言休其肉立下。」は、後髪際や両側の僧帽筋に囲まれた陥凹部(いわゆる‘ぼんのく

ぼ’)に手指を当てて、「急にものを喋らせたりする時に現れる後頸部の緊張」を触知することが目安となる。この

現象は、頸部を後屈させたほうが、反応が現れ易いが、緊張時と弛緩時の落差が最も大きい部位が当該穴であるこ

とを示していると思われる。 

 また、背自第二椎両傍侠脊各三寸行至二十一椎下両傍侠脊凡二十六穴第九の「譩譆、在肩髆内廉、俠第六椎下兩

傍各三寸。以手痛按之、病者、言譩譆、是穴。」は、他の背部第 3 行(膀胱経２行線)の孔穴群の部位表現とは明ら

かに違っており、縦軸と横軸の骨度を明示しておきながら、わざわざ肩甲骨内側縁の圧痛を基準としている。もっ

とも、『霊枢』背腧篇には「皆挾脊相去三寸所、則欲得而験之、按其処、応在中而痛解、乃其腧也。」とあり、『素

問』骨空論篇にも「譩譆、在背下、侠脊傍三寸所。厭之、令病者呼譩譆、譩譆応手。」とあるところから、この手

法は、背部においては『素問』『霊枢』の時代の一般的な取穴法であった可能性があり、『甲乙経』巻三･第八の冒頭

にも、『霊枢』背腧篇の当該部分を摂略して収録していることから、『甲乙経』の作者は、背部2行線においては、 
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圧痛取穴と骨度取穴の両方を認めようとする考えであったことが理解できる。 

 しかしながら、『甲乙経』の作者、およびその引用元である『明堂孔穴』の作者は、原則としては圧痛による取穴

を認めていたとは考えがたい。なぜなら、圧痛による取穴法を示唆している孔穴は上記のほかには、耳前後凡二十

穴第十一の「翳風、在耳後、陥者中、按之引耳中。」以外にはなく、これとて、手指によって圧迫の方向を限定す

ることで、刺鍼の方向を示唆した表現であり、必ずしも圧痛によって部位を探るための取穴法とは言いがたい。 

 したがって、『甲乙経』においては、解剖学的ランドマークを手指感覚によって探り当てるための取穴表現につい

ては枚挙に暇がないが、圧痛を基準とした取穴法は上記の例外を除いては、原則として存在しない。 

 また、『甲乙経』においては刺入深度が比較的浅いことも特徴の一つであるといえる。ほとんどの孔穴は「3~5

分(約6.8~11.3㎜)」であり、腹部は比較的深くて「1寸(約22.5㎜)」前後が多く、次窌(次髎)の「3寸(約67.5㎜)」、

水道の「2.5寸(約56.３㎜)」などは例外中の例外といえる。当時の太くて脆い金属製の鍼を刺入しようとするなら、

皮下の結合組織よりも深く刺入することは安全性において問題が多過ぎるため、この数値は比較的妥当であるよう

に思われる。 

３．『備急千金要方』の「触れる」 

 『備急千金要方』巻二十九･灸例第六には「以肌肉文理･節解･縫会･宛陥之中、及以手按之、病者快然。」とあり、

取穴法として「皮膚の皺や凹みで、押圧して心地良い部位」を孔穴と看做しているが、これは通常の孔穴が位置す

るところの特徴、或いは傾向を示したものであろう。また、同篇には「故呉蜀多行灸法、有阿是之法。言人有病痛、

即令捏其上、若裏当其処、不問孔穴、即得便快成痛処、即云阿是。灸刺皆験。故曰阿是穴也。」ともあり、こちら

のほうが、所謂「阿是穴」の典拠であり、通常の孔穴部位を離れて、圧痛を頼りに取穴し、その部位を孔穴と看做

す方法である。 

 しかしながら、いわゆる宋改[11]を経ていない別伝のテキストである『孫真人千金方』にはこの「阿是穴」の条文

がまったく見当たらないことから、宋改時の竄入の可能性が極めて高いものと考えざるを得ない。 

 したがって、正穴･奇穴を問わず、正しい取穴法でその病証に相応しい孔穴を取穴すれば、その部位に圧痛などの

反応が現れやすい傾向にあるであろうことは否めないが、圧痛のみを頼りに取穴した場合、それがたまたま正しい

取穴法で取穴した孔穴と部位が一致したとしても、孔穴の定義としては「阿是穴」に分類されるべきものであり、

その起源は北宋時代中期ごろまで下る可能性がある。 

４． 『聖恵方』の「触れる」 

 『太平聖恵方』(992 年、王懐隠撰)巻九十九は、隋唐時代の鍼灸文献を集大成したもので、特に甄権(540~643)

の影響が濃い。 

 その鍼経序には「下鍼之時、掐取穴、置鍼於営上三十六息。以左手掐穴令定、法其地不動。右手持鍼、象其天而

運転也。於此三十六息、然定得鍼。右手存息、捻鍼、左手掐穴、可重亓両。以来計其鍼、如転如不転、徐徐下之。」

とあるが、ここにいう「掐して穴を取る」の「掐」とは、『玉篇』手部に「爪もて按ずるを掐(こう)と曰ふ」とあり、

「爪の先で圧迫する」意味であることが判る。また、孔穴に加重すべき押手の圧度(上下圧)を「亓両(およそ186.5g)」

としていることから、刺鍼時の孔穴にはかなりの圧迫を加えていたことになる。したがって、「左手の爪の先で穴を

押さえ200g弱ほどの重量で4分弱[12]ほど圧迫しておいて、そこへ右手で鍼を目的の深さに刺入し、(押手の圧はそ

のまま維持しつつ)呼吸のリズムに合わせて4分弱ほど僅かな撚鍼をした後、徐々に抜鍼する」ということであろう。 

 前述の診脉における圧度(挙)がおよそ1～4gであったことと比較すると、その加重の強さが良く解る。 

Ⅴ．考察と結語 

 北宋期以前の中国の鍼灸において、診断と治療における「触れる」について概観してみたが、今回の調査検討の

結果、これまでほとんど注目されることがなかった古代中国鍼灸の診断と治療におる術式の状況を多尐なりとも明

らかにすることができたように思う。 

 診断については、当初想定していたものより、かなり繊細であり、切診は卖なる脉診に留まらず経絡系統全体を

対象に細かく触診されていたであろうことが推定できるものであった。 

 治療については、刺鍼の前段階として触診と前揉捏を兼ねたような手技が行われており、それが経絡上の気血を 
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より効果的に巡らせるためのものであった。刺入深度は存外浅く、押手の上下圧は存外強く、圧痛点を治療対象と

するような阿是穴的取穴法はほとんど行われていなかった。 

 今回は時間の関係上、北宋以前の「触れる」についてのみの調査検討であったが、中国の伝統鍼灸の核心部分は

竇漢卿を中心とする金元時代であるので、今後は金元明清期の「触れる」についても検討してみたい。 

 

 

《注釈》 

1   「傳田光洋(松田博公対談シリーズ 第1回)」(『東洋医学 鍼灸ジャーナル』創刊号；2008年3月15日発行) 

2   『内経』中には「尺膚」などで「膚」または「皮膚」の語は多用されるが、『霊枢』九鍼論篇の「亓主」のよ

うに「皮」或いは「皮毛」の語が用いられる場合は内容に階層構造的な認識があるため、読者に「解剖学的な皮膚」

を意識させる意図があるように思われる。 

3   『階層構造の科学―宇宙･地球･生命をつなぐ新しい視点―』(阪口 秀･草野完也･末次大輔編；東京大学出版会、

2008年3月刊)によれば、「階層構造とは、各階が層をなしている構造で、ある規則によって上下関係が定められた

様を表す用語である。」という。 

4   20巻(20篇)、漢の劉向の撰で、先哲の逸話を広く収集したもので、当時は強い影響力があった。『素問』『霊枢』

と成立時期が重複する。 

5   『傷寒論』や『金匱要略』の原典とされる佚書。『傷寒論』平脈法には「師曰：脉人以指按之、如三菽之重者、

肺気也。如六菽之重者、心気也。如九菽之重者、脾気也。如十二菽之重者、肝気也。按之至骨者、腎気也。仮令下

利、寸口･関上･尺中、悉不見脉、然尺中時一小見、脉再挙頭者、腎気也。若見損脉来至、為難治。」のように、『難

経』亓難を前提にした診断法が記載されている。 

6   用鍼者、必先察其経絡之虚实、切而循之、按而弾之。視其応動者、乃後取之而下之。 

7   従而察之三部九候。卒然逢之、早遏其路。吸則内鍼、無令気忤、静以久留、無令邪布。吸則転鍼、以得気為。

故候呼引鍼、呼尽乃去、大気皆出、故命曰写。 

8   必先捫而循之、切而散之、推而按之、弾而怒之、抓而下之、通而取之。外引其門、以閉其神。呼尽内鍼、静以

久留、以気至為故。…各在其処、推闔其門、令神気存、大気留止、故命曰補。 

9  「抓」については「爪を立てて皮膚に痕を付ける」か「皮膚に爪を立てた状態でそこに刺入する」か、２種類

の解釈が可能である。 

10  他本によれば「頂」は「項」字の誤りと考えられる。 

11  主に1065～69年に行われた、林億らを中心とした校正医書局による医書の校正･刊行事業。『金匱玉击経』『千

金翼方』『脉経』『外台秘要方』などはほぼ古体を残して刊行されたが、『傷寒論』『金匱要略』『備急千金要方』『黄

帝内経素問』『鍼灸甲乙経』は大幅に改編されている可能性がある。 

12  呼吸の回数は１日当たり13,500息とされており、1呼吸当たりの時間は6.4秒で、36呼吸では「3分50秒24」

となる。 
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④日本人の「触れる」とは？  

        ―鍼灸書の記載を通して― 

                                                    横山浩之 

                             森ノ宮医療学園専門学校 

                                     はりきゅうミュージアム研究員 

 

「触れる」ということに関して、鍼灸術には、切診、触診、穴の探索、前・後揉法、押手(灸の場合は周囲を押え

る)、(刺手)などがある。最近は、触診法と、穴に対する技法が特に注目されているようである。 

 これら、「触れる」技法に関して、日本の鍼灸書に記載された情報を、江戸期及び、明治以降に大別し、報告する。 

 江戸期に関しては、流通範囲も広く、一般に共有されたと想定できる「教科書」的な概説書(『鍼灸重宝記』や『鍼

灸要法』など)には、ほとんど記載がない。流通範囲が狭く、特殊であったかもしれない「流派」の伝書には、押手

の記載が尐し見られるが、触診のことや、穴に対する技法は無いと言ってよい。 

 「触れる」ことは、昭和に入ってから、文献の上に頻出するようになる。象徴的なことであるが、「触診」という

語は、古典用語ではなく、西洋医学由来の語彙である。「反応点」もそうである。 

 経穴の反応、圧痛と経穴の関係については、昭和10年代に、代田文誌、岡部素道、小川春興がこぞって記載してい

る。 

 この3者の記載をもとに、生体の反応性と鍼灸術、並びに経穴の関連について報告する。 

 また、その背景にあった、医学上の新学説である「ヘッド氏帯」・「小野寺氏圧痛点」、及び「手かざし」や整体等

療術のことにも言及する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



一般演題 １ 

 

現行の管鍼法についての考察 

 

山田勝弘 

山田鍼灸治療院  

 

【目的】一般的な刺鍼技術として、また、現在の鍼灸専門学校

の实技教育の中に定着している管鍼法の内、特に「弾入行為」

について解剖学的、生理学的に考察する。 

【方法】現在、一般的な鍼灸臨床において实施されている管鍼

法の一連の行程は、①前揉、②弾入行為、③刺入、④目的に応

じた鍼の操作、⑤抜鍼、⑥後揉である。この行程の中で鍼施術

を左右するといわれる「弾入行為」を取り上げ、その詳細を解

析してみた。一般的な刺鍼の際の弾入行為は、目的部位に置い

た鍼管の上から突き出た鍼柄の頭部を指頭で数回叩打し、鍼管

と同じ高さまで刺入した後に鍼管を取り上げ、弾入の行程を終

える。この各々の作業の内、『鍼管の上から突き出た鍼柄を指頭

で数回叩打し、鍼管と同じ高さまで刺入する』という「弾入行

為」を解剖学的、生理学的に考察した。 

【結果】鍼管を用いた弾入行為時に、叩打して刺入される鍼柄

の長さは約４ｍｍである。つまり、弾入によって鍼は皮膚表面

から約４ｍｍ刺入されたことになる。その刺鍼の場となる皮膚

（表皮）の厚さは、解剖学的に成人で平均２～３ｍｍとされる

ことから、鍼管を用いた弾入時の刺入深度より薄い。この事实

は、皮膚における生理学的な種々の感覚受容器の存在部位を考

えた時、弾入を終えた時点で鍼尖は、既に皮膚内の感覚受容器

の部分を通過してしまっていることが考えられた。 

【考察】鍼による生体の治療は、古代九鍼に示されるように、

生体の皮膚を通して、種々の鍼によって加えられる多彩な刺激

でなされる。これを踏まえ、現行の毫鍼による管鍼法の「弾入

行為」の在り方に疑問が生じた。その理由は【結果】に述べた

通りである。この事实は、鍼治療が鍼による皮膚の表面への押

圧刺激や擦過刺激でも十分効果を示す場合もあるという事实を

踏まえる時、現行のような管鍼法による「弾入行為」の段階で

既に「過剰刺激」になってしまっている可能性がある。特に最

近の患者は、刺鍼に対する閾値が低い者が多く、この点を考慮

しても管鍼法による「弾入行為」を見直した鍼灸臨床を行うこ

とが必要であろうと考えた。また、鍼治療技術の評価の大きな

要素に「弾入時痛の有無」がある。この２点を含めて「弾入行

為」を検討し、「押入刺」を創案したので、提唱したい。 

【結語】現行の刺鍼法の「弾入行為」には生理学的な矛盾が考

えられ、そのために患者の中には、弾入行為の段階で既に、必

要以上の過剰な刺激になる場合があることが推測された。 

 

キーワード：刺鍼法、弾入行為、刺鍼深度、過剰刺激、押入刺 

 

 

一般演題 ２ 

 

原発不明癌で平滑筋肉腫の多発骨転移患者の症状緩和に

対する鍼治療効果 

 

奥野和歌子、小俣浩、山口智、磯部秀之、三村俊英 

埼玉医科大学東洋医学センター 

 

【目的】これまで、癌患者の症状緩和に対する鍼治療の

有用性について当科をはじめ他施設からも報告されてい

る。今回、原発不明癌で平滑筋肉腫の多発骨転移患者の

症状緩和に対して鍼治療を行い、良好な経過がみられた

ので報告する。 

【症例】66歳女性。主訴：右殿部痛 現病歴：X年胸部

痛のためK病院受診し、原発不明の平滑筋肉腫、多発肝

転移、多発骨転移と診断。化学療法、放射線治療施行後3

ヶ月頃から、右殿部痛の為歩行困難となり、画像診断に

て骨盤転移増大の所見を認め、ストロンチウム治療を検

討。家族の希望で当科漢方外来受診し、鍼治療開始とな

った。下半身は重く感じ、右殿部から大腿部痛、右下肢

のしびれ感あり。食欲不振、嘔気、嘔吐あり、発症前よ

り体重 5Kg 減尐（身長 158cm体重 50kg）。デュロテッ

プパッチ使用。レスキュー1～2本/日内朋。既往歴：子宮

筋腫（42歳）大腸ポリープ（54歳） 家族歴：实姉、乳

癌 理学検査 MMT：右股関節屈曲4/5、膝関節伸展4/5、

感覚：右下肢全体の痛覚過敏(+)、圧痛：右仙骨外縁部、

大殿筋部 血液検査：WBC7.9×1000/μ、RBC4.57×

100 万 / μ 、 Hb12.5g/dl 、 Plt314 × 1000/ μ 、

CRP5.651mg/dl 鍼治療：右殿部痛・下肢しびれの緩和

を目的に、右大殿筋－仙骨外縁AET1Hz、足三里穴置鍼

10分、内関穴・円皮鍼。 

【経過】初診時、右殿部痛が強く歩行時に跛行があった

が、初診後の旅行では痛みがコントロールでき、楽しめ

たと話した。鍼治療開始 1 ヶ月後にストロンチウム施行

し、一過性に痛みや嘔気が増悪したが、治療回数を追う

ごとに右殿部痛は軽減した（レスキュー0～1本/日内朋）。

また時々嘔吐があったが、内関穴への円皮鍼、漢方薬の

内朋にて食欲不振の改善がみられ、体重1Kg増加。 

【考察と結語】鍼治療とストロンチウム治療により、右

殿部痛は緩和した。また、円皮鍼留置により嘔吐が減尐

し、食欲増進につながったことから、鍼治療は癌患者の

症状緩和に有効であることが示唆された。 

 

 

キーワード：原発不明癌、多発骨転移、鍼治療、     

症状緩和、ストロンチウム 
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一般演題 ３ 

 

胸椎圧迫骨折による腰背部痛に対し、腎兪穴のみの灸

頭鍼治療が著効した１症例 

 

近藤佐保里、伊賀裕一、佐藤宏之、木代誠司、 

金川英典、小野卓弥、浦野琢馬 

伊賀鍼灸院・接骨院 

 

【目的】胸椎圧迫骨折による腰背部痛に対し、冷感のあ

った腎兪穴の灸頭鍼治療のみで著効した 1 症例を報告す

る。 

【症例】 79歳 女性 150cm、42kg 

（主 訴）腰背部痛 

（現病歴） 平成X年 4月 8日受診。約 2ヶ月前に浴室

にて転倒。湯船の縁に背部を打ち、尻餅をついた。翌日、

整形外科を受診し、「腰の骨が潰れている」と言われ、牽

引治療を開始。約 2 ヶ月間通院するも症状不変の為、当

院を受診。疼痛は背部から腰部全体に鈍痛があり、臀部

に至ることもある。問診の内容からも圧迫骨折が示唆さ

れたが再度、当院近隣の整形外科にX線撮影を依頼した。

結果、第11胸椎圧迫骨折と診断された。 

（所 見）軽度円背。叩打痛あり（第 11 胸椎棘突起）。

前屈、後屈共に可動域制限あり。左右腎兪穴付近の冷感

あり。足先の冷えあり。腰方形筋及び中臀筋の緊張あり。

脈状診は平脈。脈差診は腎と脾が虚。 

（治 療）左右腎兪穴に 20号40ミリ鍼を用い灸頭鍼。

艾の大きさは母指頭大で各３壮。灸頭鍼終了後、置鍼10

分間。1週間に2回、合計4回の治療をした。 

【結果】初診直後、症状はかなり緩解したが、2日後の朝

になりやや痛み再出。２診後にはほぼ症状消失。4診目来

院時には自覚症状はなく、初診時には不可だった長時間

の家事もこなせるとのことで治癒とした。 

【考察】本症例は、患者が高齢であったこと、疼痛が骨

に由来していること、また「触れる」という触診におい

て冷感を有したこと。この 3 点から治療指針を「左右腎

兪穴への灸頭鍼のみ」とした。結果、患部や他経穴に刺

激をせず、最小限の治療穴で患者の主訴が迅速に消失で

きたものと考える。 

【結語】 当院では、圧迫骨折による腰背部痛に対して、

骨折部位やその周囲への鍼灸治療を行うことが多い。し

かし本症例では、触診時に患者に触れてみて、腎兪穴付

近の冷感を強く感じたことと東洋医学的な視点とが一致

したため、このような治療方針を行った。今後、臨床を

続けるにあたり、「触れることでの手の感覚」を磨き、大

切にしていきたいと考えさせられる症例だった。 

 

キーワード：触れる、圧迫骨折、灸頭鍼、腎兪、冷え 

一般演題 ４ 

 

骨盤位に対する鍼灸治療の取り組み 

－とやまプロトコール－ 

 

菅野俊輔¹ 山形由紀² 立野豊² 八木清貴² 单澤潔¹ 

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 

                  

【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、生涯自然分娩を経験できない

ことになりかねない。そのため安全な矯正法の確立

が待たれているが、外回転術はリスクを伴うことも

あり、胸膝位の有効性も十分とは言えない。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、矯正率について様々であった。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「とやまプロトコール」を策定した。今回「とや

まプロトコール」の有効性、安全性について報告す

る。 

【方法】2006年7月～2009年3月までに、産婦人

科で妊娠30±2週の間に骨盤位と診断され、治療を

希望した妊婦を対象とした。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「とやまプロトコー

ル」を策定した。また安全性については、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を用いて同時期の非介入

群と比較検討した。 

【結果】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。我々も初期は治

療回数を重ねても矯正されない症例が目立ったが、

とやま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%(72/74)の改善を得た。また、院内

での骨盤位率に関しても、分娩時に骨盤位であった

妊婦は全体の1.9％(11/568)であり、過去15年間の

平均 2.7％に対して減尐した。安全性についても治

療に伴う有害事象は見られなかった。 

【結語】我々の「とやまプロトコール」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。また安全性に関しても有用な結果を

得ることができた。 

今後、この方法を広く普及するにあたって考えられ

る問題点についても若干の考察を加え報告したい。 
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一般演題 ５  

 

耳管開放症状を訴える患者に対する鍼治療の1症例 

村中僚太1) 野口栄太郎1)2) 成島朊美1) 

1）筑波技術大学保健科学部附属東西医学統合医

療センター 

2）筑波技術大学保健学科 鍼灸学専攻 

 

【目的】耳管は上咽頭と中耳を結ぶ約3.5㎝の管である。

通常は閉鎖されているが耳管壁に付着している口蓋帄張

筋の収縮によって、嚥下時のみ解放する。空気は鼓室に

出入りし、鼓室と外耳道の気圧が平衡を保っている。耳

管開放症は、これが常時開放されている病態であり様々

な症状を呈する。 

耳管開放症に対する鍼治療に関しては「医学中央雑誌」

による文献検索では過去 1 件しか報告されていない。今

回耳管開放症状を訴える希尐な症例を経験したので報告

する。 

【症例】43歳、男性、団体職員。主訴：耳管開放音、耳

鳴り。現病歴：08 年 10 月突如耳管開放音を自覚。同月

K 耳鼻科を受診、聴力低下(-)通気療法、薬物療法。同月

Y 耳鼻科にてオトスコープ検査により耳管開放症と診断

される。08年12月より鍼治療開始。現症：Weber test(-) 

聴力正常。頭板状筋の過緊張。治療方法：患者が下顎突

出動作や後頚部を自分で押すと、開放音が減尐するとの

訴えをヒントに下顎運動に関与する顔面神経及び三叉神

経領域の経穴、後頚部の経穴を選択した。 

【経過】初診より週1回のペースで計25回の治療を行う。

初診時より耳管開放音をＮＲＳ（Numerical Rating 

Scale）によって評価した。なお初診時を10と設定した。

２診目、初回治療後 NRS10→6 へ。５診目 NRS10→6

治療後 2日程は 3であり直後効果が示唆された。７診目

NRS10→4。18 診目 NRS10→７飛行機の上昇時に症状

が増悪。22診目、NRS10→4耳管開放音調子良い。 

【考察とまとめ】後頚部の筋への鍼通電治療法（1Hz、

15 分）、顔面神経及び三叉神経領域の経穴への置鍼法に

より一時的な耳管開放音の改善が認められた。 

 

キーワード：耳管開放症、耳管、耳鳴、鍼通電治療、 

置鍼法 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般演題 ６ 

 

末梢性顔面神経麻痺の後遺症に対する鍼治療 

 -上眼瞼挙筋のアプローチ- 

 

粕谷大智、小倉洋子、小糸康治、美根大介、杉田正道 

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  

 

【目的】一般に末梢性顔面神経麻痺の治療の治癒率は 80％以上

と高い。しかし残りの 20％弱は予後不良で何らかの後遺症を残

しやすいと言われている。この後遺症は外観上その他の問題か

ら患者を予想以上に苦しませ、著しくQOLを低下させる。今回、

予後不良例または後遺症を有する症例に対して、顔面表情筋の

特徴を考慮した治療を行い効果について検討した。 

【顔面表情筋の特徴と後遺症について】他の骨格筋と顔面筋の

大きな違いは筋紡錘が無いことである。病的共同運動のような

後遺症は、顔面表情筋の特徴である。その理由として上下肢筋

には筋紡錘があり、この感覚-運動系フィードバック回路により

筋トーヌスが一定に維持されている。しかし、顔面筋には筋紡

錘が無いためトーヌスの調整が出来ない。したがって、表情運

動を繰り返し行うことで筋が徐々に短縮していく。後遺症を有

する患者が顔の固さや、麻痺側全体が縮む感じがすると訴える

のは、その理由である。現在、表情筋の運動療法として上眼瞼

挙筋を使った開眼運動を指導している。眼輪筋の拮抗筋である

上眼瞼挙筋は、支配神経が顔面神経ではなく動眼神経であり、

唯一目の開眼動作をさせる筋である。したがって、病的共同運

動で「ヒョットコ顔」になった際の目が閉じてしまう眼輪筋の

収縮を抑制させる意味でも重要な筋である。 

【対象と方法】ENoG値が10％以下で発症して3週間時点で麻

痺スコアが 8 点以下の予後不良例、および、発症半年以上経過

し後遺症を認める症例に対して、上記の開眼運動と伸長マッサ

ージを指導し、治療は顔面部（陽白、四白、地倉、下関、太陽）

に置鍼、温熱療法を行い、顔面筋の特徴を考慮し上眼瞼挙筋の

低周波鍼通電療法（1Hz・15分）を行った。評価はSunnybrook

法、柳原法、H-B法にて定期的に観察した。 

【結果および考察】すでに後遺症が認められる症例では、治療3

ヶ月後において安静時の眼瞼狭小の軽減、口笛を吹く際の閉眼

（病的共同運動）の程度が軽減した。また、予後不良を診断さ

れた症例では、治療１年時で麻痺スコアが36点となり、後遺症

もほとんど認めなかった。以上のように後遺症を有する症例に

対して、後遺症の程度を軽くしてあげる効果と、将来、後遺症

が出現する率の高い予後不良な症例に対する治療効果も期待で

きることが示唆された。 

 

キーワード：顔面神経麻痺、後遺症、上眼瞼挙筋、開眼運動、

伸長マッサージ 
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一般演題 ７ 

 

総合クリニックにおける鍼マッサージ外来部門の診療实

態 

 

齋藤温子1）、荒五勝彦2）3） 

1）社会医療法人社団 三思会 とうめい厚木クリニック

リハビリテーション科鍼マッサージ部門 

2）社会医療法人社団 三思会 とうめい厚木クリニック 

漢方外来  

3）東海大学医学部東洋医学講座 

 

【目的】1 日の患者数約 600 名の総合クリニック内リハ

ビリ科に東洋医学分野として鍼マッサージ外来部門を併

設した。今回、その診療实態の現況を検討したので報告

する。 

【方法】当部門を開始した2008年7月から2009年6月

までの 1年間加療を行った患者 208名（男性 78名、女

性 130名平均年齢 57.9歳）の月別延べ患者数、稼働率、

实患者数を検討した。また主訴、依頼診療科についても

検討した。 

【結果】1 年間の平均月間延べ患者数は 220 名、稼働率

82.5％であった。開始時月は延べ患者数 103 名、稼働率

37.2％であったが 3ヶ月後に 234名、90.7％となり、そ

れ以降は平均 222 名、87.8％であった。实患者数は開始

時月 35名、以後徐々に増加し、6ヶ月以降は平均 84名

であった。 

主訴は、痛み 65％、しびれ 19％、コリ 11％であった。

診療依頼科は、総合診療科47％、整形外科31％、漢方外

来7％、腎･透析科5％、ペイン科2％、外科2％であった。 

【考察】当院では初めての鍼マッサージ外来部門開設の

為、医師が依頼をしやすい痛みやコリなどの運動器疾患

を対象に開始した。開始 3 ヶ月の早期で延べ患者数 234

名、稼働率90％台となり、以降も高水準を維持した。ま

た实患者数も6ヶ月以降84名と安定していた。これらは、

当部門が西洋医学の医師にも理解を得られ、病院内にお

いて多くのニーズがあることが考えられた。診療科別で

は、整形外科のみならず幅広い診療科から依頼を受けて

いた。今後、運動器疾患以外の症状にも対応し、病院内

における東洋医学の可能性を広げていく上で、西洋医学

との連携がより重要と考えられた。 

【結語】当部門は、3 ヶ月で稼働率 90%に達し、以後高

い稼働率を示し病院内での多くのニーズがあることが考

えられた。様々な症状に対応していく上で、東洋医学と

西洋医学の連携を考えながら発展させていく必要がある

と考えられた。 
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医科大学病院における鍼灸治療の有用性について 
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【目的】われわれは、当科における鍼灸治療の实態と治

療成績から、鍼灸治療が医科大学病院においてその果た

す役割が大きいことを、本学会をはじめ関係医学会に報

告した。そこで今回は、医科大学病院における鍼灸治療

の有用性をさらに明らかにする目的で、当科に受診した

患者群に対する鍼治療効果と背景因子との関連ついて統

計学的に分析した。 

【方法】対象は、2007年4月1日～2008年3月31日ま

での１ヶ年間に当センター外来に受診した患者 362 例

（男性 156 例、女性 206 例）、平均年齢 55.6±17.3 歳

（mean±S.D.）、罹病期間1144.8±2467.8日、鍼治療期

間 170.2±199.9 日、鍼治療回数 21.4±26.2 回であり、

緊張型頭痛やBell麻痺、肩凝り症、非特異的腰痛、腰部

脊柱管狭窄症、片頭痛、脳血管障害などの患者群である。

方法は、鍼治療効果は症状改善率を算出し、また鍼治療

成績と背景因子との関連については重回帰分析を用いて

検討した。 

【結果】1.鍼治療効果は著効・有効・やや有効を合わせて

80.9％の有効率であった。2.鍼治療成績の高いものは入院

患者で、罹病期間は短く、鍼治療期間は長かったが（p＜

0.01）、性・年齢・紹介の有無・鍼治療回数では有意差は

なかった。 

【考察】今回対象となった患者群は難治性の疼痛や麻痺、

さらに一連の不定愁訴を有し、重篤な疾患が多い入院患

者も含め、おおむね期待すべき効果が得られた。今回の

結果から、特に治療に専念できる入院患者において、発

症早期より鍼治療を開始し、可能な限り継続することに

より鍼治療効果がさらに向上することが示唆された。 

【結語】東洋古来の伝統医療である鍼灸治療は、医科大

学病院においてその有用性は高く、今後、統合医療とし

て発展する可能性が明らかとなった。 
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背景因子 

 

 

 

 

  


