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交通アクセス

名古屋企業福祉会館
　　    愛知県名古屋市中区大須2丁目19-36　TEL：052-221-6721
    地下鉄鶴舞線「大須観音駅」2番出口より徒歩4分

    地下鉄鶴舞線・名城線「上前津駅」9番出口より徒歩10分
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1. 学術集会の受付
1) 事前参加登録の方

　参加証は当日、受付にてお渡しします。

2) 当日参加の方

　当日、受付で参加登録をお済ませください（6F受付会場）。

　一般 4,000 円

　学生 2,000 円

2. 認定受付・学会入会受付
　認定受付・学会入会受付は、6F受付会場にて行います。　得点（参加点）：5点

3. 参加証
　参加証には氏名をご記入の上、大会会場内では必ず首からかけてご携帯ください。

4. 抄録集
　抄録集は各自ご持参ください。ご購入ご希望の方は、6F受付会場で 1部 500 円（税込）で販売致します。

5. 視覚に障がいがある方へ
　近くのスタッフにお申し付けください。

6. 当日の昼食について
　近隣の飲食店をご利用ください。

7. 写真撮影・ビデオ撮影・録音について
　主催者・学術集会事務局・講演者の承諾なく会場内での写真撮影・ビデオ撮影・録音はお断りしています。

　学術集会事務局の許可を受けられた方は、必ず許可証をわかりやすい場所にご掲示ください。

8. 商業展示
　6F 企業展示会場にて行います。

参加者へのお願い
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一般口演の発表について

　発表時間：10 分 質疑応答：5 分

　※活発な質疑応答を行いたいと思いますので、演者は発表時間を厳守してください。

座長の先生方へ

　１）一般口演発表の座長の先生方は、ご担当セッション開始 30 分前までに受付の「座長受付」にお越しください。

　２）ご担当セッション開始 10 分前に会場内でご待機ください。

　３）セッション開始になりましたら、会場進行アナウンスに従って壇上にお進みいただき、

　　　セッションを開始してください。

　４）一般口演の発表時間は 10 分間、質疑応答は 5 分間です。進行は座長にお任せしますが、

　　　時間厳守でお願いします。

ＰＣ受付（スライド受付・動作確認）

　スライドの受付は、学術集会当日に行います。受付場所は、一般受付の隣にあります。一般口演で発表される方は、

　開会式が始まる前にスライド受付を済ませてください。スライド作成上の注意点は

　「一般口演発表の方へのお願い」をご参照ください。

　発表で使用したデータは、発表終了後、責任をもって消去いたします。

一般口演発表の方へのお願い

　本学術集会で使用するパソコンのOS は、Windows XP・Windows Vista・Windows7、

　プレゼンテーションソフトは、MS Power Point2003・2007・2010 となります。

－Power Point 作成について－

　①スライドのサイズは 35mm で設定してください。

　②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ください。

　また、経穴名など外字は unicode のみ使用可能です。それ以外の文字は画像として貼りつけてください。

　③アニメーション機能は使用可能ですが、動画の音声は再生できません。

　④スライド枚数に制限はありませんが、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、

　　発表内容を箇条書きにまとめてください。

　※PC プロジェクターは基本的に 1 台のみ使用可能です。

　※ディスク作成後、他のパソコンで正常に動作することを確認してください。

　※画面ギリギリ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等の原因となることがあります。

　※Mac の場合は、ノートパソコン、電源コード、D-Sub15 ピンをご用意ください。

　　但し、iPad などのタブレット PC には対応できません。

－スライド受付－

　下記の条件以外では、受付することができません。発表者の責任において、作成をお願いします。

　※使用するメディアは、CD-R、UBS メモリーのみです。CD-RW、MO、FD、ZIP 等は一切受付できません。

　※発表データをコピーする時には、ファイナライズ（セッションのクローズ・使用した CDのセッションを

　　閉じる）作業を行ってください。この作業が行われなかった場合、データ作成した PC 以外でデータを

　　開くことができなくなり、発表が不可能になります。

　※フォーマットは ISO9660 フォーマットで行ってください。また、ご自身の PC 以外で文字化け等がなく、

　　データを読み込めるか必ず事前にご確認ください。

　※ファイル名は「筆頭演者名（氏名）.ppt」としてください。

　※必ず事前に、ご自身でウイルスチェックを行ってください。
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学術集会プログラム

10:00～10:10　開会挨拶　　　　　　　　　　　　　　　津田　昌樹

10:10～11:40　特別演題 1

　「COPDってなに？どうやって診ていくの？」
　演者：鈴木　雅雄（福島県立医科大学会津医療センター漢方医学講座）

　座長：田中　法一

11:40～13:10　～休憩（昼食）～　　中部支部学術委員会

13:10～14:40　特別演題 2

　「終末期医療～チーム医療とナラティブ～」
　演者：佐藤　伸彦（医療法人社団ナラティブホームものがたり診療所）

　座長：津田　昌樹

14:40～15:40　特別演題 3

　「ヒト経穴部の組織を学ぶ」
　演者：熊本　賢三（明治国際医療大学・医学教育研究センター・解剖学ユニット）

　座長：清水　洋二

15:40～17:10　      　    座長：山本　聖

         　　 中田　和宏
1.「肩こりにおける東洋医学的なプロトコルの妥当性についての検討」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴鹿医療科学大学　鍼灸学科　張文平

2.「終末期乳癌患者の一症例」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市立砺波総合病院　東洋医学科　立野豊

3.「腰痛に対する鍼灸治療‐鈴鹿医療科学大学鍼灸センター腰痛プロトコールの経過報告‐」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴鹿医療科学大学　鍼灸学科　鈴木聡　

4.「花粉症に対する鍼治療‐鈴鹿医療科学大学鍼灸センター花粉症プロトコールの観察結果‐」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴鹿医療科学大学 鍼灸センター　酒井梨名

5.「膵癌患者の膝痛に対して膝周囲の灸施術が奏効した一症例」

　　　　　　　　　　　　　　三重大学病院　統合医療・鍼灸外来（麻酔科）　野瀬由圭里

6.「化学療法中に発現した吃逆に対する鍼治療の 1症例」

　　　　　　　　　　　　　　三重大学病院　統合医療・鍼灸外来（麻酔科）　橋本実瑞貴

17:10～17:20　閉会挨拶　　　　　　　　　　　　　　　清水　洋二

一般演題
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COPDってなに？どうやって診ていくの？

鈴木　雅雄

福島県立医科大学会津医療センター漢方医学講座

先生方、始めまして。

今回、私が講演をさせて頂きます内容は、慢性閉塞性肺疾患（COPD）を鍼灸でどうやって診ていったらいいのか

についてです。

慢性閉塞性肺疾患（COPD）は労作時の呼吸困難のため、日常生活動作やQOL（Quality of Life）、社会生活などの

低下を招き、本邦での有病率は 530 万人に至ると推計されています。今後さらに有病者数は増加すると推察されて

います。

 　現在 COPDに対して、薬物療法や酸素療法、呼吸器リハビリテーションを中心に行われていますが、臨床的に十

分満足できる効果を得られているとは言いがたいのが現状です。これらの治療方法は、全て完全ではないため、そ

こを補完する必要があると考えられます。

COPDは気管支や肺胞の脆弱化に伴い、運動時には気管支の閉塞が認められ気流が低下します。そのため呼吸困難

が発生し過度な呼吸運動から呼吸に関係する筋の疲労や筋緊張を起こしています。また、呼吸困難のため食事量の

低下に加えて安静時のエネルギー消費量が増大しているため栄養低下から体重減少が認められます。この体重減少

が患者の予後に直結するため、体重減少を食い止める必要があります。さらに、気道上皮の脱落などから呼吸器感

染症に罹患する割合が非常に高いため、感染予防に努める必要があります。

一方、鍼治療には筋緊張緩和や筋疲労の改善効果や気管支拡張作用などの効果の他、消化管の蠕動運動を調整する

ことが期待出来ます。

我々のグループでは、COPDに対して鍼治療の臨床研究を行った結果、COPDの主訴である労作時の呼吸困難の改

善が認められ、さらに呼吸機能や呼吸筋力、栄養状態などの改善も認められました。

今後、鍼治療が COPD治療のプログラムの一つとして位置付けられる可能性もあり、COPD患者の労作時呼吸困難

の改善に貢献できると考えられます。
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プロフィール

鈴木　雅雄（すずき　まさお）

福島県立医科大学会津医療センター漢方医学講座准教授

1997 年　明治鍼灸大学鍼灸学部卒業

1999 年　明治鍼灸大学博士前期課程修了

2001 年　岐阜大学医学部東洋医学講座非常勤講師

2004 年　明治鍼灸大学博士後期課程修了

2004 年　京都大学大学院医学研究科健康要因学講座 Post Doctor Fellow

2006 年　医学研究所北野病院第二研究部客員研究員

2007 年　京都大学大学院医学研究科呼吸器内科研究生

2008 年　明治国際医療大学鍼灸学部臨床鍼灸学教室

2012 年　医学研究所北野病院第十二研究部主幹

2012 年　福島県立医科大学会津医療センター漢方医学講座准教授

第 14回社団法人日本呼吸器学会　Pneumo Forum賞受賞

第 57回全日本鍼灸学会高木賞受賞

ATS2010 American Thoracic Society (ATS) clinical problem travel award 受賞

2012 年田附興風会医学研究所北野病院最優秀論文賞受賞

第 37回代田賞受賞
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終末期医療～チーム医療とナラティブ～

佐藤　伸彦

医療法人社団ナラティブホームものがたり診療所

　今のように９割近くが病院で亡くなる社会では高齢者爆発による多死社会は乗り切る事が出来ないでしょう。「何

処で死ぬのかを選べる時代」にしなくてはなりません。今は選択肢がほとんどないのです。家族介護力の不足や療

養する部屋という住宅問題、老老夫婦介護や独居、最近では老老親子介護という問題もあり、在宅での最期がすべ

て美化され良いものという方向性にも問題があります。

　そして何より、治す事を目的とした「医学」だけではなく「死」というものを視野に入れた社会的実践行為とし

ての「医療」が必要になってきます。その中で、在宅医療、さらには病院・施設でも在宅でもない第３の場所を作

ろうと思って活動を始めナラティブホームというシステム医療を設立しました。ナラティブとは「ものがたり」と

いう意味です。その人の生きてきた人生を少しでも理解し、寄り添うことを理念にあげています。病気というもの

はその人の一側面を見ているだけです。長い人生の中で私たちはいろいろな事情を抱え、自分なりの価値観をもっ

て生きています。病気という一面だけで終末期ケアはできません。治療か緩和か、医療か物語か、そんな二項対立

ではなく、その間での落としどころを探す、（二項バランスと呼んでいます）それが私たちの目指すものです。本

来のインフォームドコンセントであると思っています。

　人は、病人や患者というレッテルの中で亡くなって行くのではありません。人生という時間の流れを引き継いで

いるのです。そこに必要なのはそれを支援し、支えるものです。それは、医療であったりリハビリテーションであっ

たり介護であったり、そして鍼灸であったりする訳です。

　質のたかいサービスは、それが何であれ、必ず必要とする方はおられるのです。リハビリをしながら、鍼をしな

がら、最期の時間が安楽に過ごしていただけるのならそれは存在価値があるのです。

　臆する事なく、そして決して奢る事なく、過分でも過不足でもないケアを提供できるよう、お互いの専門性の中

で切瑳琢磨し協同して行きましょう。
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プロフィール

佐藤　伸彦（さとう　のぶひこ）

１９５８年　東京都出身

略歴 

昭和 57年　国立富山医科薬科大学（現 富山大学）薬学部製薬化学科　卒業

平成 2年　国立富山医科薬科大学医学部医学科　卒業

平成 2年　国立富山医科薬科大学医学部和漢診療学教室研修医

平成 3年 10月　成田赤十字病院内科

平成 5年 4月　麻生飯塚病院神経内科

平成 6年 10月　国立富山医科薬科大学医学部和漢診療学教室

平成 7年 4月　医療法人北聖病院

平成 10年 4月　同上　副院長

平成 14年 4月　医療法人　砺波サンシャイン病院　副院長

平成 20年 4月　市立砺波総合病院　地域総合診療科部長兼外来診療内科部長

平成 22年 3月　医療法人社団ナラティブホーム理事長　ものがたり診療所　所長

所属学会

日本生命倫理学会、日本医学哲学学会、日本プライマリケア学会、日本家庭医療学会

著書

家庭のような病院を―人生の最終章をあったかい空間で、文藝春秋社（2008/4）

患者様とお医者様―必要とする人に適切な医療を、共著、日本評論社（2008/11）

高齢社会を生きる―老いる人 /看取るシステム；清水哲郎編集、東信堂 (2007/11)
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ヒト経穴部の組織を学ぶ

熊本　賢三

明治国際医療大学・医学教育研究センター・解剖学ユニット

皮膚は手掌や足底のような無毛部と頭皮などの有毛部があり、共に表皮、真皮および皮下組織から形成され、皮下

組織は深層の筋、軟骨および骨と皮膚とを繋ぎ止める。皮膚は微生物や物理的刺激から体を防御し、水分の喪失の

防止と体温調節をすると共に外刺激を受容する。外刺激を受容する感覚終末は無毛部の皮膚では表皮内に自由神経

終末とメルケル神経複合体、真皮にはマイスナー小体そして皮下組織にはパチニ小体が分布する。鍼灸師は指の指

腹で患者の皮膚の温度・隆起・硬結あるいは骨格筋の緊張等を触知し、治療に適した経穴を探査・選択する。指腹

の皮膚は無毛部であり、経穴としては労宮穴と湧泉穴がこのタイプの皮膚にある。一方、有毛部には毛があり、真皮・

皮下組織には毛包、脂腺と立毛筋が分布する。感覚終末は表皮では無毛部と同様であるが、マイスナー小体やパチ

ニ小体の分布は認められず、毛包周囲に柵状終末が分布する。多くの経穴は無毛部の皮膚にあるが、真皮、皮下組

織あるいは深層の構造には部位的特徴がある。①皮下に直接骨組織がある百会穴や各井穴、②皮下に直接軟骨組織が

ある耳介の各経穴、③皮下の結合組織のみある腹部正中白線上の関元穴、④皮下の脂肪組織中に骨格筋が散在する顔

面の顴�穴や水溝穴、⑤皮下に直接太い血管や神経が分布する委中穴、⑥真皮の厚い天柱穴や肩外兪穴、⑦皮下に厚

い筋膜や腱膜を有する志室穴や足三里穴、⑧歯肉と口腔粘膜の境界にある齦交穴などのような特徴がある。皮膚に

触知される硬結や圧痛は皮下に骨格筋のない経穴でも認められること、筋層には運動終板や筋膜・血管周囲を除い

て神経線維はあまり多く認められないこと、表皮下に神経線維分布が豊富なことなどを考えると、皮膚で触知され

るこれらの変化は結合組織に由来するのではないかと考えられる。
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プロフィール

熊本　賢三（くまもと　けんぞう）

略歴

1976 年　明治鍼灸柔道整復専門学校　鍼灸科　卒業

　　　　　 はり師・きゅう師免許

1979 年　明治鍼灸短期大学　助手

1983 年　明治鍼灸大学　助手

1987 年　明治鍼灸大学　講師

1990 年　明治鍼灸大学　助教授

1991 年　明治鍼灸大学・大学院修士課程　助教授

1994 年　明治鍼灸大学・大学院博士課程　助教授

1995 年　博士（医学）を取得（京都府立医科大学）

1997 ～ 1998 年 University of California, Neuroscience, Riverside(Prof. Hatton）に留学

2004 年　明治鍼灸大学・大学院博士課程　教授となり現在に至る。

日本解剖学会・学術評議員、日本神経科学会・専門会員（神経解剖学）

専門：皮膚感覚受容器の形態学
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　　　　　　　　肩こりにおける東洋医学的なプロトコルの妥当性についての検討

１）鈴鹿医療科学大学　鍼灸学科　

２）鈴鹿医療科学大学　東洋医学研究所

３）鈴鹿医療科学大学　附属鍼灸センター　

　　張　　文平1)、浦田　　繁1)、金原　正幸1)、武田　充史1)、田野かおり1)、高木　　健2) 、

　　酒井　梨名3) 、西村　　甲1)　

【目的】

本学附属鍼灸センターでは、肩こりを訴える患者が多く来院され、施術者により様々な治療法が行われている。東

洋医学的な治療法では、風寒邪の感受や肝血不足や気滞血瘀などを原因として治療を行う場合が多い。本研究では、

より効率の良い治療法の同定を目的に、各患者を証にて分類し、弁証論治の治療効果を検討するため、プロトコル

を作成した。また、作成したプロトコルに従って行った鍼灸治療による本症状の改善効果について検討したので報

告する。

方法：肩こりを訴えた初診患者を対象に、症状により気滞血瘀、肝血虚、肝腎陰虚に分類し、随証配穴、症状経脈

に応じた配穴、局部配穴を組み合わせて治療を行った。治療は週１回、2週実施し、計 2回の鍼治療の結果を

Visual Analog Scale（VAS）にて評価した。VAS 数値は、統計ソフト spss11.5 により Dunnet テスト法を用いて効

果評価を行った。

【結果】

対象は 9名の患者（男性 3名、女性 6名）で、平均年齢は 59±19歳であった。初診治療前のVAS 平均値 66.0 に

対して、2診目の診療時（１診目治療効果の評価）は 56.1（vs 治療前 ,ｐ=0.348）、3診目の診療時（2診目治療効

果の評価）は 50.7（vs 治療前 , p=0.095）となり、それぞれ－14.0％、－23.0％の減少が見られた。証別では、肝

腎陰虚の症例は 5例あり、初診治療前のVAS68.9 に比べ、2診目 53.0（－24.0％）、3診目 50.0 (－27.0％) との

減少がみられたが、統計的な有意差は見られなかった。また、気滞血瘀の１症例では、治療前のVAS84.0 に対し、

2診目 72.0（－14.0％）、3診目 61.0（－27.0％）との減少がみられた。一方、肝血虚の 2症例では、初診治療前

VAS52.0 に対して、2診目 62.0（＋20.0％）、3診目 36.0（－29.0％）、脾気虚の 1症例では、初診治療前

VAS64.0 に対して、2診目 45.0（－30.0％）、3診目の 74.0（＋16.0％）であった。

【考察・結語】

本プロトコルによる治療効果は、現時点で完了した症例において自覚的な症状改善が見られたものがあったが、統

計的な有意差はなかった。今後証別の症例を増やし本プロトコルの妥当性および有用性について継続検討したい。

ちょう　　 ぶんぺい

- 12 -



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　終末期乳癌患者の一症例

市立砺波総合病院　東洋医学科

　立野　　豊、山形　由紀、江川菜々子、南　　佳織、古谷　陽一

【目的】

当科は緩和ケアチームの一員として鍼灸治療を行っている。今回我々は、終末期の乳癌患者に鍼灸治療を行ったの

で報告する。

【症例】

〈患者〉65歳、女性。〈主訴〉左肩の痛み。〈現病歴〉X-13 年に左乳癌で左乳房全摘、X-8 年に右脳腫瘍切除と左乳

癌転移再発。その後、化学療法の自己中断と再開を繰り返していた。X-1 年、転居のため当院外科に転院し化学療

法を継続。X年 2月 22日、左上肢浮腫と左乳癌再発部の潰瘍悪化のため緩和病床に入院。3月 8日、左肩痛に対

し鍼灸治療目的で当科紹介。〈既往歴〉X-7 年に子宮頸癌で子宮全摘。〈現症〉身長 149cm、体重 50kg。左上肢浮

腫著明。癌の皮膚転移あり ( 腋下・前胸部・肩 )、前胸部の腫瘤から持続的に出血。〈画像所見〉左鎖骨上～腋下リ

ンパ節転移。左肋骨・鎖骨・胸骨に転移。腋下に腫瘤形成。胸膜浸潤。胸水貯留。〈治療〉証は四診から腎虚証と判断。

治療は東方会式接触鍼、打鍼、温灸を適宣行った。〈経過〉土日の外泊時以外は連日で治療を行った。初回治療直後「と

ても気持ち良い、次回の治療が楽しみ」と言われが、病状の進行に伴い、4月 10日「鍼灸は効かない、今日はや

めておく」4月 15日「自分の症状が良くならなくて申し訳ない」と悲観的な言動も見られた。治療を希望されな

い日でも回診は欠かさず、4月 24日には「気がまぎれて楽になるので鍼灸を続けたい」と言われるようになった。

その後も主訴の他、食欲不振、腹部膨満感、便秘、呼吸困難に対し治療を行った。意識状態が悪化する 6月 6日ま

で治療を継続、6月 8日に永眠された。【考察と結語】末期癌患者の病状は常に進行性のため、鍼灸に限らずあら

ゆる医療も無力な場合が多い。また日々悪化していく患者に毎日対峙するのは医療者にとって精神的な負担が非常

に大きい。緩和ケアにおける鍼灸治療では患者の最期まで治療に携わる姿勢こそが最も大切なことだと考えている。

キーワード： 緩和ケア、終末期患者、乳癌、東方会式接触鍼

たつ の　　　ゆたか
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　　　　腰痛に対する鍼灸治療‐鈴鹿医療科学大学鍼灸センター腰痛プロトコールの経過報告‐

1）鈴鹿医療科学大学鍼灸学部鍼灸学科

2）鈴鹿医療科学大学保健衛生学部鍼灸学科

3）鈴鹿医療科学大学附属鍼灸センター

4）鈴鹿医療科学大学東洋医学研究所

5）さくら整骨院

　鈴木　　聡1）、佐々木和郎1）、張　　文平1）、武田　充史1）、水野　海騰1）、長岡　伸征1）、

　西村　　甲1）、本田　達朗2）、浦田　　繁2）、金原　正幸3）、酒井　梨名3）、髙木　　健4）、小川　新平5）

【目的】

本学鍼灸センターでは腰痛プロトコールを作成し、腰痛患者に実施している。今回は腰痛プロトコールⅠとⅡ（以

下Ⅰ群、Ⅱ群）の比較について報告する。

【方法】

対象はⅠ群、Ⅱ群とも亜急性（１月以上 2か月以内）および慢性（3か月以上）のいわゆる腰痛症を訴え来院し、

腰痛プロトコールに同意した初診患者とした。治療は対象者を各群 4つの証に分類し次の配穴で施鍼し、Ⅰ群は迎

随や屋漏術で補瀉法を行い、Ⅱ群は補瀉法を行わなかった。

①気滞腰痛　Ⅰ群：間使　Ⅱ群：後渓、肝兪、腎兪、志室、大腸兪、委中　

②気滞血瘀腰痛　Ⅰ群：間使、三陰交　Ⅱ群：後渓、三陰交、肝兪、腎兪、志室、大腸兪、委中　

③腎陽虚腰痛　Ⅰ群：腎兪、太渓（温筒灸のみ）　Ⅱ群：太渓、三焦兪、腎兪、大腸兪（温筒灸併用）　関元、太渓

（温筒灸のみ）

④腎陰虚腰痛　Ⅰ群：腎兪、三陰交、復溜　Ⅱ群：三陰交　復留、腎兪、志室、大腸兪、委中

評価は腰痛症状について両群治療前とⅠ群は治療後 1週間以内、Ⅱ群は治療 1週後に VAS で記録し、マンホイット

ニー検定で群間比較を行った。

【結果】

対象数はⅠ群 6名（61.8±12.8 歳、男性 3名、女性 3名、③2名、④4）、Ⅱ群 5

（67.8±12.9 歳、男性 3名、女性 3名、①1名、③2名、④2名）であった。各群治療前後のVAS 変化はⅠ群

50.7±17.5→48.8±13.3、Ⅱ群 55.5±14.3→31.4±11.8 であった。検定結果は P=0.03 であった。

【考察】

VAS の変化からⅡ群において腰痛症状が改善される傾向がみてとれ、またⅠ・Ⅱ群の比較では統計学的に有意な差

がみてとれた。これらについてⅡ群は腰部への治療箇所が多いことからより広範囲の局所鎮痛効果や治療自体への

患者満足度が高まったことが一要因と推測される。今後は症例数を増やすことで年齢、性別、証別、経穴、手技な

どにも焦点をあて分析を進めていきたい。

【結語】

腰痛プロトコールの違いにより治療前後のVAS に変化が認められた。

すず き　　　さとし
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　　　　花粉症に対する鍼治療‐鈴鹿医療科学大学鍼灸センター花粉症プロトコールの観察結果‐

1）鈴鹿医療科学大学 鍼灸センター　

2）鈴鹿医療科学大学 鍼灸学部鍼灸学科

3）鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部鍼灸学科　

4）鈴鹿医療科学大学 鍼灸センター　

5）さくら整骨院

　酒井　梨名1）、西村　　甲2）、鈴木　　聡2）、張　　文平2）、浦田　　繁3）、

　金原　正幸4）、小川　新平5）

【目的】

花粉症に悩まされている人が年々増加しているなか、本センターの花粉症患者に鍼治療を施したところ劇的な症状

の改善がみられた。そこでその他花粉症患者にも同様の効果が得られるかプロトコールを作成し検討したので報告

する。

【方法】（プロトコール）

　花粉症の症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、目の痒みなど）を訴え来院し、本プロトコールに同意を得た者を対

象とした。治療は上星、印堂、迎香、外関、合谷、足三里、三陰交、太衝、風池、肩井、肺兪、肝兪、脾兪、腎兪

に単回使用ごう鍼（15㎜ 12号、30㎜ 14号）で 10分間置鍼した。上星、印堂、迎香は置鍼前に 10回左右に旋

撚をした。さらに片耳の神門・内鼻・内分泌・眼にマグレインを貼付した。治療回数は 1回 /1 ～ 2週の計 3回とし、

各治療前の鼻症状、眼症状、その他症状の 3項目について VAS で評価した。

【結果】

対象数は 14名

（男性 1名、女性 13名、平均年齢 34.0±19.0 歳）であった。VAS（1回目、2回目、3回目）の中央値は鼻症状

（n=14）で 18.3、30.5、45.5、眼症状（n=14）で 40.7、28.3、54.5、その他症状で 32.0、32.0、22.0 であった。

その他症状には喉の痒み、咳、手の痒み、頭痛などがあった。

【考察】

3 項目における VAS の変化から鍼の効果は認められなかった。そこでVAS と花粉飛散量を比較すると、飛散量の

増加とともにVAS も増加する傾向が認められた。このことから、仮に鍼治療が花粉症に対して有効とするのであれ

ば、発症前の体質改善を主とした本治が重要であると考えられる。今後症例数を増やし本プロトコールの検討を重

ねることで、新たな見解が生まれることも示唆される。

【結語】

14 例の花粉症患者に対し花粉症プロトコールを実施した結果、鼻、眼、その他症状に効果はみられなかった。

キーワード：花粉症、鍼治療、プロトコール、VAS, 花粉飛散量

さかい　 　り  な
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　　　　　　　　　　膵癌患者の膝痛に対して膝周囲の灸施術が奏効した一症例

1）三重大学病院　統合医療・鍼灸外来（麻酔科）

2）三重大学病院　漢方外来（麻酔科）

3）三重大学病院　麻酔科

4）鈴鹿医療科学大学　鍼灸学部　鍼灸学科

　野瀬由圭里１）、橋本実瑞貴１）、向井　雄高１）、水野　海騰４）、鈴木　　聡４）、　

　髙村　光幸２）、横地　　歩３）、佐々木和郎４）、西村　　甲４）、丸山　一男３）

【目的】

右膝痛を訴えた患者に対し、鍼刺激よりも灸施術が奏効した一症例を報告する。

【症例】

50 代女性。膵癌で化学・放射線療法中、右膝痛に対し鍼灸治療を希望。半年前から日常生活に支障はないがあぐ

らをかく姿勢で右膝内側に痛みや違和感あり。膝関節X線写真異常なし。足が冷え、タイツや靴下が必要。睡眠障

害あり。右膝に腫脹や熱感なし。一定の姿勢で右膝内側に軽度痛み誘発。局所の血行を促進し、痛みを軽減するこ

とを目的に週 3日治療。使用経穴は血海、梁丘、犢鼻、内膝眼、三陰交、足三里、八風に置鍼 (10 分、40㎜ 16号・

単回使用毫鍼 )、解渓、湧泉に施灸 ( 各 1壮、カマヤミニスモークレス )。8診目以降は血海、梁丘、犢鼻、内膝眼

を灸に変更した。

【結果】

3 診目で睡眠状況や冷えの訴えは減少も、右膝痛改善乏しい。施灸箇所を増やした 8診目以降に右膝痛が軽減した。

【考察】

鍼灸は侵害受容器を刺激し、Aδ・C線維を介した下行性抑制系を賦活化、また局所では軸索反射により血流増加を

きたし鎮痛作用をもたらすとされる。Aδ線維は機械的受容器で、針のような鋭い痛みを伝え、C線維は機械的、

化学的刺激の他、熱に反応するポリモーダル受容器を自由神経終末にもつ。最近この実体は TRP（transient 

receptor potential）ファミリーに属するイオンチャネルと考えられている。これらは、それぞれ活性化する温度が

異なるが、灸の燃焼温度からは TRPV1（vanilloid1）受容体の関与が示唆される。すなわち、鍼と灸で刺激するチャ

ネルが異なり、本症例の場合は熱刺激で活性化する TRPV1 を介した鎮痛作用が優勢に働いたのではないかと推測

する。

【結語】

灸施術箇所を増加すると右膝痛が軽減されたことは温熱刺激により TRPV1 活性化の関与が示唆された。今後、温

熱刺激と痛み軽減の関連性について検討していく。

キーワード :膝痛、灸施術、TRP チャネル

の  せ   ゆ  か  り
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化学療法中に発現した吃逆に対する鍼治療の 1症例

1) 三重大学病院　統合医療・鍼灸外来（麻酔科）

2) 三重大学病院　漢方外来（麻酔科）

3) 三重大学病院　麻酔科

4) 鈴鹿医療科学大学　鍼灸学部　鍼灸学科

　橋本実瑞貴1)、野瀬由圭里1) 、向井　雄高1)、水野　海騰4) 、鈴木　　聡4) 

　高村　光幸2)、横地　　歩3)、佐々木和郎4)、西村　　甲4)、丸山　一男3)

【目的】

白金製剤やそれに併用される制吐剤の多くは副作用として吃逆があるが、その発現機序は十分に解明されておらず、

治療に難渋することもある。今回、化学療法に伴う吃逆に対し鍼治療を行った症例を報告する。

【症例】

71 歳、男性。　主訴：吃逆。　現病歴：X－1年 11月、悪性胸膜中皮腫と診断。12月シスプラチン＋ペメトレキ

セドが開始、翌日に吃逆が出現し継続。コースを重ね、腎、肝機能障害が出現し、Ｘ年 5月よりカルボプラチン＋

パクリタキセルへ変更。プリンペラン、芍薬甘草湯、セルシン、ウインタミンは吃逆に効果なく、同月鍼灸受診と

なる。　

初診時現症：吃逆で寝付きが悪い。悪心。食欲あるが、量 5割程度。　吃逆の評価：グレード 3（有害事象　共通

毒性基準　第三版）。　

治療：週 3回、和胃降逆を目的に中脘、上脘、巨闕、天枢に、20分間置鍼（単回使用毫鍼、40㎜ 16号）した。

【結果】

半年間継続した吃逆が 3診目：グレード 0となり、その後落ち着いていたが、白金製剤投与後再度出現し 5診目：

グレード 3となり、6診目以降緩解しなかった。

【考察】

吃逆は横隔膜の収縮によって発生する。横隔膜の収縮は横隔神経の刺激によって起こる。一方、鍼刺激は、脊髄視

床路を上行し大脳皮質体性感覚野に入力するが、①上行路の途中、脳幹にて側枝を出し、脊髄に向かって下行する

抑制性ニューロンを、②体性感覚野の刺激は皮質脊髄路を刺激し、呼吸中枢を含む脳幹を活性化する。本症例の場合、

鍼による①、②の刺激が C3,4,5 の脊髄前角の運動神経にも抑制的に作用し、横隔神経の発火に対する抑制効果が得

られたと推察する。しかし①、②と治療部位の関連付けと、再発後の治療効果消失についてはさらに検討を要する。

【結語】

半年継続した吃逆が 3診目でグレード 0となったが、白金製剤投与後再発し、その後緩解しなかった。

キーワード：鍼治療、化学療法、吃逆
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