
カラダよろこカラダよろこぶ暮ぶ暮らしらしカラダよろこぶ暮らし

www.harikyu.or.jp2010年7月

No. 日本鍼灸師会の

定期便

■鍼灸の持つ力、素晴らしさをもっとアピール！

 「鍼灸に期待するもの」
 ジャーナリスト・
 国際医療福祉大学大学院教授　黒岩祐治 先生

■簡単なトレーニングで、今ある筋力を維持

　『まぁいいか…』は黄信号

『失禁チェック』で介護予防！

元気生活への羅針盤元気生活への羅針盤

目　次

日本鍼灸師会創立60周年記念号日本鍼灸師会創立60周年記念号日本鍼灸師会創立60周年記念号

特  集

●創立60周年記念講演　黒岩祐治先生 ………… 2
●ご存じですか？介護予防教室…………………… 4
●介護予防　失禁チェック………………………… 5
●NHK「龍馬伝」施灸シーン …………………… 6

●お灸ひとくちメモ………………………………… 6
●厚生労働省後援　第700～701回講習会 ……… 7
●「第6回全国大会in 京都」開催案内 ……………11
●日本鍼灸師会ホームページ紹介…………………11



日本鍼灸師会のけんこう定期便 No.2
www.harikyu.or.jp

2

鍼灸の持つ力、素晴らしさを、もっと
アピールしよう。

医療との出会い、漢方・鍼灸との出会い。
　日本鍼灸師会60周年、本当におめでとうござい
ます。私は昨年の９月末でフジテレビを退社し、
すぐ10月から漢方・鍼灸を使った新しい日本の医
療を作ろうという厚労省科研費の研究会で班長を
し、鍼灸と出会いました。
　この研究会で報告をまとめ、長妻厚生労働大臣
に提出したのですが、残念ながら鍼灸について深
く突っ込んで提言できなかったという無念な思い
をしました。それは、きっと皆さんが抱える問題
にもつながっているのではないか。そこを乗り越
えることによって、日本の国民全体にとって本当
に安心できる、信頼できる鍼灸が出来上がってい
くのではないかと思います。

救急医療キャンペーンが、ジャーナリストとし
ての原点。
　私は1980年にフジテレビに入社、88年から夕方
のニュース番組「FNNスーパータイム」のキャス
ターになり、89年から２年間にわたって「救急医
療キャンペーン」をやりました。新しいテーマを探
していた当時、懇意にさせていただいていた東京消
防庁 中条永吉総監が、こんな話をされました。
　「黒岩さん、救急医療の問題は、すごく大事で
すから取り組んでみては？」
　最初よくわからなかったのですが、ようやく理
解できたのは、日本の救急隊は医療行為ができな
い、やっているのは応急処置や搬送だけ…。そう
して番組で、「救急医療キャンペーン」を始めま
した。２年間取材・放送を続けていたら、行政が
動き、国会でも取り上げられました。最終的には
91年、救急救命士法案が国会に提案され、全会一

致で可決成立しました。これが、私のジャーナリ
ストとしての原点です。

患者の視点に立つ、医療に向けて。
　「救急医療キャンペーン」の次はナースの問題
にずっと関わってきましたが、いちばん大事なの
は患者の立場に立つことだと感じていました。
　ところが、日本の医療界は、何でも医師中心で
す。そのような医療制度が、本当に良いのか？そ
う考えるようになったのはフジテレビの大先輩、
逸見政孝さんが、がんで亡くなったのがきっかけ
でした。やせ細り、体力が低下しているのに逸見
さんは手術を受け、がんの患部をごっそり切り取
られたのですから、ビックリしました。案の上、
まったく回復することなく亡くなりました。ドク
ターは人間や「いのち」ではなく、患部だけ見て
たんじゃないのか。そうした中、「いのち」を見
つめる医療、漢方と向き合うことになりました。
　私の父親が肝臓ガンになったのです。
　2005年夏、３センチの肝臓ガンが見つかりま
した。一時は元気を取り戻しましたが、やがて一
切食べなくなり、やせ細っていきました。同じ
頃、私は「末期がん患者に対して西洋医学は有効
か？」というテーマのシンポジウムをまかされ、
その時に出会ったのが女医の劉影先生です。病気
を治すのが西洋医学、未病を治すのが漢方で人間
全体のバランスを高めていくことを大切にしま
す。劉影先生に指示された通りやっていったら、
父は食欲が出てきてステーキを食べ、ビールまで
飲むようになりました。中国には肝臓ガンの漢方
の専門家がおり、その方から紹介された漢方薬を

「鍼灸に期待するもの」「鍼灸に期待するもの」
社団法人日本鍼灸師会創立60周年記念緊急特別講演

「鍼灸に期待するもの」
　ジャーナリスト・国際医療福祉大学大学院教授
　　　　　　黒岩祐治 先生
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使ったところ、肝臓ガンは小さくなり、西洋医学
の先生からは「肝臓がんは完治しました」と言わ
れました。最終的に父は亡くなりましたけど、肝
臓がんが原因ではありませんでした。

研究会の班長として、制度の見直しを提言。
　運命というのは面白いですね。私は昨年の10月
から、国際医療福祉大学大学院の教授になりまし
た。その頃、慶應大学漢方医療センターの渡辺賢
治准教授が訪ねてこられ、漢方・鍼灸を使った日
本型医療の創生という研究会が始まるので班長を
やってくれと、頼まれました。漢方を使った日本
型医療創生ならわかりますが、鍼灸は別じゃない
ですか、という印象でした。ところが、渡辺先生
は、こう強くおっしゃいました。
「いや、これは同じなんです、一体なんですよ」
　報告書は漢方を西洋医学に、うまく合わせてい
くのにはどうすればいいかについて、まとめまし
た。もともと漢方の哲学は、患者さん
の病状により生薬を組み合わせ、一人
ひとり違う処置をやっていく個別化医
療、オーダーメイド医療です。西洋医
学こそ、こうした医療をやるべきでは
ないか。実現すれば効率的な医療が可
能で、医療費も下がるのではないか。
これが研究会の第一の提言でした。

日本の鍼灸のレベルは、非常に高度。
　中国の病院に取材に行ったことがありますが、
漢方と西洋医学が一体化した病院が既にありま
す。ところが、中国鍼は太くて粗悪品が少なくあ
りません。日本の鍼や技術は凄く優秀で、とって
も素晴らしい。日本の鍼が、鍼灸がこれから海外
に進出できるという時に、中国産の鍼で世界のマ
ーケットを押さえられてしまったら、どうしょう
もありません、だから、日本の鍼灸は凄い、素晴
らしいものであると、国を挙げて発言していくこ
とが必要であると考えています。

鍼灸関係者に、言いたいこと、伝えたいこと。
　日本鍼灸師会の中にも、いろんな意見があるか
もしれませんが、病院の中で普通に鍼灸を受けら
れるようにするべきかどうか、意見を統一してほ
しいですね。患者さんのために皆さんの凄い技術
を生かす、この一点に絞って考えてほしいので

す。患者の立場に立って…、そうじゃないとも
ったいないじゃないですか。要するに多くの国民
が、おかしいと思うことについて、どう変えるか
具体的なイメージを持つことです。
　鍼灸という、自分たちの持っている力をどんど
んアピールして、海外に出かけなくても日本には
こんな素晴らしい技術がある。もっともっと利用
したい、と思うような流れを、ぜひ作ってほしい
ですね。

国家戦略としての、漢方や鍼灸。
　ただ、漢方の生薬を、海外からの輸入に依存し
ていることは問題ですね。中国は世界中で漢方が
流行り、漢方薬は商売になると気が付き、権利を
国際的な舞台で全部押さえようとしています。今
年の秋に名古屋で「COP10（生物多様性条約第
10回締約国会議）」が開催されます。我々は、こ
れを環境問題とばっかり思っていましたが、必ず

しもそうではありません。中国は生薬
の原産地の権利を、全部押さえてしま
おうと動き始めています。そうなると
も日本の漢方薬は、どうしようもなく
高くなってしまいます。そういうこと
が、着々と進んでいます。事業仕分け
で漢方を切るのではなく、日本の国家

戦略として対応しなければいけないと思います。
　また、日本には休耕田がいっぱいあり、漢方薬
を作ったら地域再生化につながるでしょう。日本
独特の技術といえば、植物工場もあります。さま
ざまな方法で、安心安全な漢方や生薬を作ること
も可能だと思います。

国民への積極的なアピールも必要。
　知らなかったら、変わりようはありません。知
ってもらうところから、変わります。
　実際、みんながその重要性を知り、救急医療は
本当に変わりました。ですから、鍼灸に携わる
方々は、鍼灸の能力・技術をどんどん国民にアピ
ールしてください。こういう医療のやり方をして
いく、病院や町の中でこのように鍼灸を生かすな
ど、誰にでもわかるように提示してほしいと思い
ます。そうすれば、みんながニコニコ、元気に生
きることができる、素晴らしい超高齢社会が訪れ
るに違いありません。
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　参加者に最も説得力があるのは、科学的根拠の
ある医学的話題の提供と、事前・事後評価の内容
です。鍼灸師として東洋医療ばかりでなく西洋医
療にも通じ、さらには統計学も必要です。
　この教室に指導員として参加して嬉しく思っ
たことは、鍼灸師が介護予防運動教室を開催し
たことで、学習講座のテーマにときどき東洋医
療やツボの話を入れ、鍼灸に馴染みのなかった
参加者が鍼灸師という存在を身近に感じてくだ
さったことです。
　最後に、何よりも大切なのは参加者のもつナ
ラティブ（物語り）に耳を傾けることであり、
傾聴、共感の大切さを痛感しました。

[介護予防運動指導員：菊地貴子]

（注１） ADL（Activities of Daily Living）は日常生
活動作と呼ばれ、食事・更衣・移動・排
泄・整容・入浴など生活を営む上で不可
欠な基本的行動を指す。

（注２）QOL（Quality of Life：クオリティ・オブ・
ライフ）は、一般に人の生活の質、すなわ
ちある人がどれだけ人間らしい望み通りの
生活を送ることができているかを計るため
の尺度として用いる。

■今回の介護予防教室は、東京都豊島区高齢者
福祉課地域支援事業として（社）東京都鍼灸
師会が開催したものです。

■（社）日本鍼灸師会の介護予防運動指導員要
請講座では約650名が地方独立行政法人東京
都健康長寿医療センター（東京都老人総合
研究所）に指導員登録され、定期的に介護
予防運動指導員スキルアップ講習を行い指
導にあたっています。

　介護予防“筋力アップ教室”へ初参加された
方々は、はじめて鍼灸院に訪れる方と同じよう
に、この教室が自分にとって本当に意義があるの
かを探っているようでした。
　鍼灸師は非言語的コミュニケーションや、場の
空気というものを常に感じるものですが、患者の
みなさんは治療者側の自信や知識に関係なく敏感
に察知されますから、参加者の変化をみるにつ
け、「大切な指導」という思いは強くなります。
　介護予防運動指導は、この教室で行うような簡
単な筋力アップの方法を、たくさんの方に実感し
ていただきますが、具体的にあげてみると、情緒
面では表情が明るくなった、声が大きく出せるよ
うになった、よく笑うようになった、自らの疑問
を声に出せるようになったなど、参加者の個人差
もありますが、軽度の認知症と診断されていた特
定高齢者である方の表情の好転には驚きました。
　運動面では、歩行速度の改善はもちろん、杖な
しでの歩行が可能になり、椅子からの立ち上がり
がスムーズになった、排尿回数の変化など、基本
的には５種類の簡単な筋力アップのトレーニング
を、筋肉を意識しながら週に１回３ヶ月続けるだ
けで、自他ともに認める改善が見られました。
　鍼灸臨床において、治療に加えて養生のアドバ
イスが重要視され、鍼灸院に通院される高齢者や
往診を必要とする高齢者には、主訴の改善ととも
に、まず、今ある筋力を維持しながら高めていく
ことの大切さをアドバイスします。この簡単な運
動指導に意義があり、その指導によって高齢者が
自らの健康やADL（注１）を保ち、QOL（注２）
を高めていくことになるわけです。
　患者のみなさんの最大幸福を目標とするのが医
療者（鍼灸師）であるなら、高齢者にとっての最
大幸福は介護予防であることは明確です。
　最終日には、参加者から「もっと続けてほし
い」「自主サークルを作ったら指導に来てくれる
のか？」などの声をいただきました。このような
利用者の声は介護予防運動指導を実践する鍼灸師
が増えるきっかけになるでしょう。

はじめよう！介護予防
ご存じですか？『介護予防運動指導教室』

はじめよう！介護予防
ご存じですか？『介護予防運動指導教室』
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　クシャミをしたり、夜中トイレに間に合わなかったり…中高年の方だけでなく、20代、30代でおこる場
合もあります。「まあいいか」と診察を受けずにそのまま放置すると、さまざまな合併症を起こすことがあ
ります。恥ずかしがらず早めに受診・治療しましょう。

１．腹圧性尿失禁 （「チェックリスト」の■マーク）の場合
 ・失禁改善体操（骨盤底筋群の体操）による改善率が８割といわれています。

２．骨盤底筋群体操の効果
 ・腹圧による尿失禁の主な原因は骨盤底筋の弱さ。この改善が尿失禁を予防・改善します。

３．骨盤底筋体操のポイント
① 骨盤底筋をイメージします。
② 息を吸うことより吐くことを意識した呼吸を行います。
③ 人前でオナラが出そうなときに肛門を閉めて我慢する状態で締めたあと、緩める動作を繰り返します。
④ 締めるときに、肛門・尿道を吸い上げるような感じで持ち上げます。
⑤ 骨盤底筋の収縮は「ぎゅっ」と早く強く締める方法と、「ぎゅ～っ」とゆっくり長く締める（５
秒程度）方法の二つを併用して行います。

⑥ 運動は息をとめずに呼吸を普通にしながら行います。

４．骨盤底筋体操の目安
① 10回前後の運動を1セットとし、１日に５セットを目安として下さい。
② １日５セット（50回の運動）を３カ月ほど続けることが目標です。

[日本鍼灸師会介護保険部・介護予防運動指導員養成講座講師：村上由佳]

＊わからないことがありましたら、お近くの介護予防運動指導員あるいは、鍼灸院に
お尋ねいただくか、（社）日本鍼灸師会介護保険部までお問合わせください。

　　　ある日突然はじまる尿失禁 ! !　　　　ある日突然はじまる尿失禁 ! !　
ゆっくりと徐々におこる尿失禁 ! !　　 ゆっくりと徐々におこる尿失禁 ! !　　 

　　　ある日突然はじまる尿失禁 ! !　　　　ある日突然はじまる尿失禁 ! !　
ゆっくりと徐々におこる尿失禁 ! !　　 ゆっくりと徐々におこる尿失禁 ! !　　 

「こんな尿漏れ症状がある人」のための『チェックリスト』

■ 1 咳やクシャミが出たときに漏れる
■ 2 イスから立ち上がったり、階段を上ったりするときに漏れる
■ 3 大笑いしたら、尿が漏れる
■ 4 出産後に漏れ始めた
■ 5 １日10回以上トイレに行く
6 トイレまで我慢できず漏れてしまう
7 トイレで下着を下す前に漏れてしまう
8 水の音を聞いたり冷水に触れると強い尿意がおこる
9 残尿感がある

■ 10 気づいたら尿が漏れている
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　NHK大河ドラマ「龍馬伝」でお灸を行うシー
ンの撮影に協力させていただきました。
　ときは明治15年、千葉道場のあとの千葉灸治
院で、千葉佐那（貫地谷しほりさん）が岩崎弥
太郎（香川照之さん）にお灸を行う場面で、台
本には「胃の痛み」とありました。
　お灸シーンではショウガを使った「胃の六つ
灸」を行いましたが、撮影が進み、セリフに合
わせて「もぐさから煙の出ている時間をもっと
長くしてほしい」との要望があったため、ゆっ
くりと燃えるもぐさを使いました。そのとき、
香川照之さんの皮膚に伝わる温度はショウガの
厚みで調整しました。
　治療院のセットは古い経絡図を貼ってあるな
ど凝った造りになっていて、お灸は板の間上の
ベッドで行いました。NHKとの事前打ち合わせ
で質問をしたところ、「本来なら和室であるべ
きと承知していますが、龍馬の生きた江戸時代
と、その後の明治との時代の変化を表現する意
図で、あえてベッドにしました」との説明があ
りました。
　ショウガを使ったお灸は、朝の連続テレビ小
説「ゲゲゲの女房」でも、お灸を行うシーンの

撮影に協力をさせていただきましたので、この
ときの経験を活かすことができたと思います。
　貫地谷しほりさんは、スタッフのみなさんと
私との事前打合せのビデオ映像をもとに、鍼灸
師が行うツボの位置取りからもぐさの置き方、
火の付け方を猛特訓したそうです。また、もぐ
さが燃えてだんだん温度が上がり、限界にきた
ときの香川照之さんは素晴らしい演技を見せて
くれました。
　前号では、「NHK連続テレビ小説・ゲゲゲの女
房に施灸シーンが登場しました」とお伝えしま
したが、3月29日から始まったNHK連続テレビ
小説「ゲゲゲの女房」の撮影にも、（社）東京都
鍼灸師会が協力しました。
　4月1日の放送ではミツバチに刺されたときに
「ヨモギの葉を使って・・・」というセリフが
あり、その後、施灸シーンとして最初に登場し
たときは持病のリウマチ・・・というナレーショ
ンではじまりましたが、皆さんはご覧になりま
したか？ その後、施灸シーンは4月末とゴールデ
ンウィーク中に2回登場し、そこで気持ちよさそ
うなシーンが見られました。

［（社）東京都鍼灸師会：小林潤一郎］

　お灸に使う「もぐさ」は、５月ごろのヨモギ
の若葉を天日に干し、よく乾燥させたものを揉
んで腺毛（せんもう）を集めたもので、灸は血
液循環がよくなって保温効果があります。
　伊吹山（写真：1377ｍ）は『古事記』や
『日本書記』にその名が記され、日本武尊（や
まとたけるのみこと）の伝説にも登場する歴史
的な山で、古来より著名な薬草や亜高山植物、
野鳥、昆虫の宝庫としても有名で、周辺には多
くのもぐさ製造工場があります。 

　　

「龍馬伝」に施灸シーンが登場！「龍馬伝」に施灸シーンが登場！
NHK大河NHK大河ドラマドラマNHK大河ドラマ

「龍馬伝」に施灸シーンが登場！
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　◆基礎医学編 [共通]

「肩関節の臨床解剖学的検討」
―股関節との比較を通して―

文京学院大学保健医療技術学部
解剖学靭帯標本室 准教授　樋口　桂 先生

　今回は解剖学的な視点に基づいて、肩関節の
形態的な特性として関節の形状・関節の構造・
周囲の筋・関節に分布する末梢神経の走行・関
節の血行路などを整理してみたいと思います。
とくに肩関節の形状など運動器としての特徴に
ついては、四肢の基部関節という点で相同性が
ある股関節との比較によって形態・機能を再検
討したいと思います。
　いずれをとっても肩関節の基本的な構造の解
説が中心ですが、このような解剖学的知識は関
節の障害や治療を考える上での基盤として不可
欠なものです。
　そこで、スライドでの図や解剖模型の示説を
通して、肩に関する立体的なイメージを再確認
していただき、日ごろの治療技術の研究・向上
にお役立ていただければと思います。

厚生労働省後援（社）日本鍼灸師会・（社）東京都鍼灸師会 共催

第59期  通算第700～701回学術講習会第59期  通算第700～701回学術講習会

第700回 学術講習会
2010年4月25日（日）日本鍼灸会館

　◆鍼灸トピックス編 [共通]

「『代替医療のトリック』に答える」
－患者に問われた時どう答えるか－

東京衛生学園臨床教育専攻科　講師
　小川 卓良 先生

講演中の樋口桂先生

　本年1月30日に表題（以後『トリック』と略
す）の本が出版された。著者は世界で最も著名
な科学ジャーナリストであるサイモン・シン博
士と代替医療の研究では第一人者の一人である
エクスター大学エツァート・エルンスト教授の
二人である。俎上に上がった代替医療は鍼・オ
ステオパシー・カイロプラクティック・ハーブ
療法の４つが主で、漢方などの他の療法も批判
の対象だが、扱いは非常に簡単である。
　本書は、はじめの第１章で臨床効果について
「効果がある」というのはどういうことか、有効
性を検証するにはどうすべきか、ということを
瀉血治療や壊血病対策、ナイチンゲールの偉業
などを例に挙げながらRCT（無作為化臨床比較
試験）やEBM（科学的根拠に基づいた医療）の
重要性について述べ、その観点から代替医療を
俎上に上げて検証してみた、と本書の目的と検
証方法について述べている。その次に主に上記
の４つの代替医療について一つ一つ批判を加え
たもので、鍼は第一番に取り上げられている。
　『トリック』での鍼についての結論は「鍼治療
効果はプラセボに過ぎない」というものである。
「プラセボ」はラテン語で「心地よいもの」とい
う意味で、一般的には薬効検定で用いられるうど
ん粉等のように無効と考えられる物質或いは治療
行為でも得られる効果のことをいい、治療しない
でも治る自然治癒や治療を受けたということで得
られる非特異的臨床効果等のことをいう。よって、
プラセボに過ぎない効果ということは、「治療効
果がない」ということと同義である。
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　「トリック」での結論の根拠は、真の鍼治療と
偽鍼治療をRCTで比較すると効果に差がないの
でプラセボ効果であるという論理であるが、こ
の論拠には以下の大きな問題をいくつも抱えて
いる。
１. 依拠する論文の選択にバイアスがある。すな
わち、鍼が有効であるという論文を考慮して
いないが、それは論文の存在を知らないか、
論文の質が悪いということで無視している。
特に日本の論文は全く取り上げられていない。

２. 取り上げた論文の内容においても選択バイア
スがある。すなわち主に依拠したドイツの大
規模な研究においては、真の鍼も偽鍼も西洋
医学のみを受けて待機している群や西洋医学
の標準治療をきちんと受けている群よりも有
意に有効であったことを伏せている。また、
標準治療に真の鍼或いは偽鍼を受けた群は標
準治療のみで鍼治療を行わない群よりも有意
に有効であったことも考慮していない。標準
治療の有効性には強いエビデンスがあると述
べているが、標準治療の有効性はその真の効
果とプラセボ効果（偽薬による効果）を足し
たものであるが、それよりも鍼群の方が有効
であったという事実だけとっても鍼効果がプ
ラセボに過ぎないという結論は全くの矛盾で
ある。

３. 浅く刺鍼した鍼（偽鍼）も深い鍼（真の鍼）
も或いは経穴を外した鍼（偽鍼）も経穴に刺
した鍼（真の鍼）も効果が同じなので「もし、
それでも鍼治療効果というのならば、鍼の理
論・哲学（経絡・経穴学等）が崩壊する」と
主張している。しかし、刺入深度については

古典に深い鍼が真の鍼という記載はなく、症
状・病態に合わせて刺入深度を考えなさい
（『霊枢』九鍼十二原篇）ということが書かれ
ていている。また、経穴の部位であるが、中
医的治療では（欧州は中医的な鍼治療が主流）
指で取穴をせずに、部位は単に地図上の問題
と捉えている。

 しかし、古典には刺鍼の際には触って経穴を
探りなさい（『霊枢』刺節真邪篇）と書かれ
ており、欧州での鍼治療研究における経穴刺
鍼部位については疑問がある（古典資料提供：
第二次経穴委員会小林健二委員）。全ての被
験者に或いは全ての部位に全く同じに深さ
を決めたり、場所を地図上で決めること自体
が既に鍼治療の理論・哲学から逸脱している
ので、このRCTの方法論自体が問題である。
よって、鍼の理論・哲学は崩壊しない。

４. 質の高い研究が増えると共に、鍼の効果が認
められない方向になっていると主張してい
るが、（社）全日本鍼灸学会研究部長で明治
国際医療大学の川喜田健司教授は、最近の
研究ではむしろ逆に鍼治療効果を指示する
研究が増えてきていると主張している。事実
2007年に京都で行われた「膝OA」の国際
シンポジウムでは鍼治療の有効性が国際的
に認められた（全日本鍼灸学会編『エビデン
スに基づく変形性膝関節症の鍼灸医学』医歯
薬出版）し、昨年大宮で行われた「腰痛」の
国際シンポジウムでも同様に鍼治療効果が
認められている。

　その他、多数の問題点があり紙面の関係で割
愛するが「トリック」の論法は問題があると共
に表層的・浅薄な感じが否めない。事実、EBM
の手法では西洋医学も有効性に疑問なものが多
く、このことは全く言及されてない。また、「病
気」とは何か、「治る」とは、「治療」とは何か、
ということが全く論じられていない。そして、
RCTだけで全て評価できるということ自体が既
に問題であり、RCTの限界についても全く論じ
られてない。
　しかしながら、現代の代表的科学ジャーナリ
ストと代替医療研究の第一人者が書かれた本で
あり、本屋に平積みされ、かつ多くの新聞・雑
誌等で取り上げられている現状を鑑みると無視
することは危険である。そして、鍼灸師自身が講演中の小川卓良先生

●平成22年4-5月学術講習会
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平成22年4-5月学術講習会●

　我々は、覚醒下手術という患者さんが起きた
まま神経症状をチェックしながら行う新しい手
術法を、過去 120例くらい行ってきました。
覚醒下手術は脳外科手術を安全に行うことがで
きるのみならず、脳機能に関してさまざまな新
しい知見を得ることができます。その新しい知
見に加えて、fMRI（脳の機能局在がわかる）, 
tractography（神経線維の走行がわかる）, NIRS（前
頭葉の血流、酸素飽和度の変化がわかる検査法）
等の新しい脳の検査法を臨床で施行することに
より、脳機能に法則性があることを実感するよ
うになりました。それらの知識に基づき、私は、
脳には①受動脳能動脳、②動物脳人間脳、③左
脳右脳、④次元、⑤アイデンティティーとバラ
ンス、⑥統合と拡散、という6つの発達段階が
あることを信憑性の高い仮説として考えました。
特に、統合と拡散は人間の脳の最高の使い方で、
ストレスを契機にそのような使い方ができるか
どうかが、人生で重要なポイントであることを
述べます。本講演では、それらの脳の解析法を
前半で、その解析法のさまざまな分野への応用
を中盤で述べます。後半には、今私が考え、実
践している脳機能の改善法を述べます。具体的
には、食品（アホエンというにんにくの有効成分、
コーヒー、ジェイソンウィンターズティーとい
うハーブ茶）、瞑想、運動、人間学です。人間学
に関しては、上記の６段階で整理します。特に、
古典であり日本人に大きな影響を与えた「論語」

を中心に脳のいい使い方を整理していきます。
そして、我々がそれを仕事にどのように応用し
ているかを説明します。最後に、幸せに至るに
はどのような脳の使い方をするかに関して私な
りの考え方を述べます。結論は、脳のあらゆる
部位をできるだけいい使い方をしなさいという
ことです。ただし、それに関してはストレスが
問題であり、それを活かすかどうかが人生＝脳
の分かれ目であることをエピソードを含めて最
後に述べます。

　◆プライマリ・ケア脳機能編 [共通]

「新しい臨床知見による脳機能の
解析と改善法」

都立駒込病院　脳神経外科部長
 篠浦　伸禎 先生

第701回 学術講習会
2010年5月23日（日）日本鍼灸会館

この本の出現により、自信喪失することは無論
であるが、逆に「だから科学は駄目なんだ」と
か「EBMはどうしようもない」と無見識に批判
することも、もってのほかである。是非ともこ
の本を読んで、鍼治療について、病気・治療に
ついて考えていただきたい。そのためにもEBM
を学ぶにも格好の教材である。

　◆鍼灸治療編 [共通]
変動経絡検索法（VAMFIT）と天・地・人治療
－鍼灸医術の根本的治療システム－

 （財）東洋医学研究所主任研究員
 木戸 正雄 先生

　私は臨床における経験から、古典の治療体系は
三陰三陽で身体を縦で捉える「経絡系統」と三才
思想から輪切りで捉える「天・地・人」という二
つの大きな柱により構成されるという考えに至
り、各々について治療法を構築してきました。そ
れが「VAMFIT (変動経絡検索法）」と「天・地・
人治療」です。
１. VAMFIT（変動経絡検索法）
　病の根本である「臓の精気の虚」（基本証）に対
する治療を本治法、「寒熱波及経絡（経脈・絡脈・
経別・奇経・経筋）」と愁訴部位に対する治療を標
治法といいます。
　「VAMFIT」は異常を起こしている経絡（変動経
絡）を調整する方法です。　
＊例として、基本的な「頸入穴VAMFIT」による
寒熱波及経絡の検索例をあげます。

講演中の篠浦伸禎先生
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講演中の木戸正雄先生

｢素霊の一本鍼｣などは｢天・地・人ー気街治療｣
に含まれ、寸口部における「脈診」は｢天・地・人ー
小宇宙治療｣に含まれます。
　｢VAMFIT｣や ｢天・地・人治療｣は、現在行わ
れているあらゆる治療システムとの併用が可能と
なります。
　この方法が鍼灸臨床に携わる先生方の技術向上
の一助になれば幸いです。
【参考資料】（著書）
＊『変動経絡検索法（VAMFIT）』（医歯薬出版）
＊『素霊の一本鍼』（ヒューマンワールド）
＊『天・地・人治療』（医歯薬出版）
＊『変動経絡治療システム）（VAMFIT）』ビデオ＆
DVD（医道の日本社）

＊『素霊の一本鍼』DVD（ヒューマンワールド）

（1）患者の主訴が四肢にあり、部位が明確な場合、
その部位を通過する経絡を変動経絡とします。

（2）主訴部位がはっきりしないときや複数経に及
ぶ場合は、頸部運動によって痛みやつっぱり
感などが出現する領域にある“頸入穴”を指
標に、その所属経絡を変動経絡とします。

（3）変動経絡を確定するため、検索した変動経絡
と同側にある「入穴（絡穴）」（痺症の場合は
下合穴）に切皮置鍼し、愁訴が軽減すること
を確認します。

（4）施術は、愁訴の軽減を目安に『霊枢』根穴篇
の要穴に順に刺鍼を行います。

２. 「天・地・人治療」
　｢天・地・人治療｣では、人体を｢天・地・人｣
に３分割された気の袋と考えます。この３分割は
全身のいたるところに当てはめられ、また、いく
らでも細分化できるものです。この袋の中の気を
調整していくことが、「天・地・人治療」の基本的
な考え方です。私はこれを、｢天・地・人｣に対
応した気街を運用する｢天・地・人-気街治療｣と、
身体の１部位に小宇宙（全身）を投影してその相
関を利用する｢天・地・人 -小宇宙治療｣の２つ
に分類しています。
　｢天地人ー奇経治療｣や｢天地人ー八虚治療｣、
｢天地人ー標幽賦治療｣、｢天地人ー四海治療｣、

平成22年度　第59期学術講習会
（社）日本鍼灸師会は鍼灸学術および鍼灸の医学的研究の振興と

　　鍼灸師の資質向上をはかるために講習会や講演等を行っています。

【平成22年度学術講習会の会場と年間日程は以下のとおりで、日鍼会ホームページの「講演会のお知らせ」に年間日程
と毎回の講演内容を掲載しております。　※すべて日曜開催です】
■東京（日本鍼灸会館）　8月22日・11月28日・12月19日
■札幌（札幌サンプラザ：北海道鍼灸師会担当）　9月26日・10月31日
■大阪（森ノ宮医療学園：大阪府鍼灸師会担当）　1月30日・2月27日・3月13日

（社）日本鍼灸師会・（社）東京都鍼灸師会　共催　　後援：厚生労働省

通算 第703回　日程および講習内容
日時：7月25日（日）13：00～16：15

■スポーツ医学【スポーツ専門】
　「スポーツ傷害と膝関節疾患③」

慶應義塾大学看護医療学部　教授　大谷俊郎 先生
■スポーツ医学【スポーツ専門】
　「スポーツ傷害と姿勢・動作分析」
　　　　　―動作分析から分かる鍼灸臨床―

社団法人日本鍼灸師会学術局長　小松秀人 先生

通算 第704回　日程および講習内容
日時：8月22日（日）13：00～16：15

■プライマリ・ケア整形外科編【共通】
　「ロコモティブシンドローム」
　　　　　－治療とトレーニングー

東京大学大学院　教授　中村耕三 先生
■鍼灸治療編【共通】
　「消化器症状に対する鍼灸治療」―効果と機序―
明治国際医療大学鍼灸学部鍼灸学科　准教授　今井賢治 先生

会場：日本鍼灸会館 2F講堂（JR山手線「大塚駅」・地下鉄丸の内線「新大塚駅」から徒歩4分）
会費：会員・学生￥3,000／一般￥3,500

●平成22年4-5月学術講習会
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今年10月、京都が全国大会の舞台になります

第６回（社）日本鍼灸師会全国大会 in京都 第10回臨床学術大会　　
第47回日青全国集会

日本鍼灸師会のホームページにアクセスしてください。

www.harikyu.or.jp 

日本鍼灸師会ホームページで以下の鍼灸情報
をご覧いただくことができます。
● 鍼灸ってなんだろう？
● 鍼灸ってどんなことをするんだろう？
● こんな症状に効果があります
● 鍼灸師の資格とは？
● 健康保険で鍼灸治療を受けられる病気とその
手順について

● 「鍼灸のすすめ」PDF版UP！
● 鍼灸医療推進研究会による鍼灸ファクトブック
● 都道府県鍼灸師会の公益活動予定
● 都道府県鍼灸師会の公益活動報告
● 鍼灸ニュースレター

大会期間 平成22年10月10日（日）～11日（月・祝）
会　　場 京都テルサ（京都府民総合交流プラザ）

大会第２日目に「府民公開講座」 開催 第４３回東洋鍼灸
医学大講演会

1994年に「古都京都の文化財」としてユネスコ世界遺産に登録された鹿苑寺（金閣寺）と、
「清水の舞台」で有名な清水寺。京都にお出かけのときは、ぜひ世界遺産をご覧下さい。

入場無料

イベント情報
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～よい治療は よい鍼で～
・豊富な種類の「鍼」を用意しています。
材質……ステンレス・金・銀・コバルトから選べます。
寸法……5分から3寸まで鍼体の長さが選べます。（別寸法あり）
線径……0.10～0.50まで鍼体の太さが選べます。（ＳＴの場合）
滅菌……業界唯一放射線滅菌済み鍼（ディスポ鍼）もご

提供しています。⇒安全・安心してお使いになれます。

てい鍼、ローラー鍼、小児鍼などの接触鍼・鍼管・鍼ケース・
鍼皿・線香……オーダーメイドのご相談もお受けします。

中国鍼、皮内鍼、円皮鍼、短鍼なども取り扱っています

・豊富な種類の「鍼灸用具」を
用意しています。

詳細はお問い合わせ下さい。

★フリーダイヤル
　　0120－141－828
★ホームページ
　　http://www.needlemaeda.com
★カタログも無料

鍼灸鍼・鍼灸用具の製造販売

株式会社前田豊吉商店
〒167-0052　東京都杉並区南荻窪1-22-15
TEL : 03-3332-7634　FAX : 03-3332-8117
メールアドレス　harimaeda@pop01.odn.ne.jp

（社）日本鍼灸師会会員の鍼灸院を検索できる

発　行　者：　相馬悦孝
発　行　所：（社）日本鍼灸師会　〒170-0005　東京都豊島区南大塚3-44-14　電話：03-3985-6771
編集責任者：（編集部長）一見隆彦　（編集委員）新谷有紀、秦 宗広
（日鍼会　E-mail : info@harikyu.or.jp　FAX : 03-3985-6622）
制作・印刷：NECデザイン＆プロモーション株式会社

無断掲載を禁ず

この印刷物は環境にやさしい
大豆油インキを使用しています。

診察日および時間・最寄り駅・駐車場の有無・
予約制などの情報が得られます。

(社)日本鍼灸師会ホームページからどうぞ
www.harikyu.or.jp

　5月に（社）本鍼灸師会創立60周年記念式典が東京・台
場で開催され、創刊号の表紙を飾っていただいた料理研
究家・清水信子先生と、ジャーナリスト・黒岩祐治先生
の記念講演が行われました。どちらもたいへん興味深い
内容で、参加された多くのみなさまは、健康についての
ヒントをつかんでいただいたものと思います。今回は第
１弾として黒岩先生の講演内容を掲載します。
　日本鍼灸師会は、今年10月に京都で第６回全国大会
を行います。この大会は毎回全国から1,000名近い鍼灸

師や学生が集まって鍼灸に関する討論や勉強を行う場と
なっており、また、市民公開講座も行いますので、ぜひ
ご来場下さい。
　けんこう定期便として２回目の発行となりましたが、
会員の鍼灸院で手に取って読まれた患者のみなさまから
お問合せをいただきますと、一般向け広報誌に変更する
ために走り回った日々の努力が報われる思いです。今後
も多くのみなさまにお読みいただきたいと思います。

（編集部）
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