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「庭づくり」と「体づくり」
造園家・
東京都市大学教授 涌井史郎先生

第１回臨床鍼灸スポーツフォーラム

介護予防「痛みを取って筋力アップ」

国際部コラム
（研究成果を早く臨床に＆ドイツの鍼灸）

定例学術講習会（第708～709回）

第7回全国大会in北海道案内

インタビュー
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東京赤坂。眼下に国会議事堂と議員宿舎、そし

て衆・参議院の議長公邸を望むホテルの一室には、

まばゆい光が差し込む――そんな明るい午後、

造園家でいらっしゃる涌井史郎（雅之）先生を迎え

て、お話を伺いました。テーマは「庭づくり」と「体

づくり」。最近の環境問題を手始めに、自然から多

くを学んできた日本の「庭づくり」と鍼灸師が行う

「体づくり」について、その共通点を交えて存分に語っ

ていただきました。

★ここからの眺めにふさわしく、母なる大地  

＂地球＂の創世から話していただけるそうですが・・・

「地球に生かされている」ということを忘れてはい

けない、とはどういうことでしょう？

46億年と言われる地球の歴史の中で、最初に

生命が誕生したのが38億年前。これを一年の暦

に置き換えてみましょう。まず、4月の末に生命が

誕生して、だいたい10月くらいには海から陸に生

物があがってくる。そして、我々人類が登場する

のは、年末も押し迫ったクリスマスを過ぎてから。

文明というものが始まるのは・・・12月31日の午

後11時59分になってようやくです。

造園家。東京農業大学農学部造園学科卒業。日本造園学会に所属し、東京農業大学「造園大賞」、日本造園学会

「日本造園学会賞」受賞、国土交通大臣表彰、黄綬褒章受章。著書に「景観から見た日本の心」「景観創造のデザイン

デベロップメント」など多数。主な作品に長崎ハウステンボス、東急宮古島リゾートのリゾート計画、多摩田園都市の

街並みづくりがある。国土庁水源地域対策アドバイザーを通じて、過疎中山間地域や水源地の街おこしや活性化対

策を手がけ、2002年 愛・地球博会場演出総合プロデューサー。現在、東京都市大学環境情報学部環境情報学科教

授で、ＴＢＳ「サンデーモーニング」（ＴＢＳ）、「ちちんぷいぷい」（ＭＢＳ）などにコメンテーター出演。

涌井史郎（わくいしろう）先生プロフィール

 場所：ザ・キャピトルホテル東急（赤坂）2010 年12 月26 日（日）

「庭づくり」と「体づくり」

あまりの例えに、思わずため息が漏れてしま

います・・・

技術や科学を手に入れた産業革命は、一年が

終わる2秒前のことです。たったの＂2秒＂。こう

した＂スケール＂で考えると・・・我々は人間とし

て存在してるんじゃない、人間である以前に38億

年かけて進化してきた生物の、一派生物にしかす

ぎない・・・そう思えてきませんか？その一派生物

が、たった2秒の間に地球環境を壊そうとしてい

るんだから・・・。自分の健康を云々する前に、ま

ず地球の環境を考えるべきでしょう。我々を支え

てくれている地球環境を破壊するということは、

自分たちの健康を破壊するのと同じことですよ。

なるほど。地球が病んでいるとか、地球が発

熱していると書いている本もありますね。ただ、

問題が大きすぎて、関心を持てない方々が多いこ

とも確かです。

「ガーデン＝庭園」という言葉はね、ヘブライ語

の＂ガン＂と＂エデン＂が語源なんです。＂ガン＂

は「囲われる」、＂エデン＂は「楽園」・・・つまり「囲

われた楽園」の意味になりますか。そこから考える

と、地球というのは、人間にとってまさに「囲われ

た楽園」です。その楽園が、今、危機に直面している。
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問題は＂大きさ＂じゃなくて、その＂スピード＂。

世界中の学者が「2030年から2050年が地球のティッ

ピングポイント＝臨界点だ」と騒いでいる。それど

ころか、ブリティッシュコロンビア大学の指標（エコ

ロジカル・フットプリント）では、現時点で「地球が

一つじゃ足りない」とか？0,25個オーバーしようと

しているようで・・・これは穏やかじゃない。「さら

に便利で、さらに豊かに」と思うことが、実は未来

からいろいろなものを奪い去っている――この事

実をちゃんと認識しなきゃ駄目だよね。

地球が「一つじゃ足りない」とは、また衝撃的

ですね。

地球環境というシステムの崩壊が速すぎて「未

来に対してどうしたらいいのか」という考えが追

いつかない。1000年も先の話じゃなくて、子供や

孫の世代を、きちんと保障できるのか。まず、そ

ういう状況に目を向けて、その上で「地球が健康

でなければ個人の健康もあり得ない」ということ

を考える。WHOの言葉を借りれば「健康とは人間

が一人の尊厳ある存在として完全に社会的に安

寧な状態」、つまり「肉体的な健康だけじゃなくて、

その人が社会の中でごく当たり前に生きていける

状態」こそが、健康だということです。

「人は環境で変わる・・・環境も人で変わる」と

いうのは、テレビＣＭでもおなじみの台詞ですが、

「人は環境の動物」とよく言われますが？

全くそのとおり。なのに、都市文明というのは、

自然界の秩序や流れに背を向けた形で出来上がっ

ている。生物としての人間にとって、それで＂良

い＂わけがない。そしてもうひとつ。今もこの空

に浮かんでいる＂月＂の存在。肉体の生理代謝が、

月の引力という環境に常に作用されていることも

忘れちゃいけない。骨格や筋肉は地球の重力方

向に引っ張られるけど、その中を漂っているリン

パ液だとか血液は月の満ち引きに引っ張られて

いる――と言いますが、実は庭園づくりも同じな

んですよ。

月？ですか・・・。満月のときに種を撒くと発

芽しやすいとか、蟹は新月のときに採るんですか？

脱皮をしないから殻が固くて身が締まって美味し

いとか、聞いたことはありますけど。

そう、月。日本の庭園文化というのは、この月

の運行をすごく大切にしてる。桂離宮がその好例

です。農業や林業、漁業を通じて、月が生命活動

を司っていることをよく知っていたんだね。伊勢

神宮のご神木をいつ切るかってご存知ですか？

新月伐採と言って、２月の新月の日に切るんです。

それはなぜか？新月の日は、月の引力が強く発

生しないから。水が全部土のほうに戻っていて、

その時に切れば一番腐りがないと。そういうこと

がわかっていたんですね。「夜空に輝く月を愛で

るための＂月見台＂を造る」なんていうのも、日

本庭園が月を大事にしている証拠です。

神々の力のような、何か神秘的な感じがし

ます。

日本文化の＂根＂にあるのは「自然と呼吸し合

うこと」。庭園もそうだし、日常の生活文化も。田

舎に行くと「まつり」の字が違っているのに気づき

ませんか？示偏の「祀り」。その土地の産土（うぶ

すな）の神様と呼吸するという神聖な行事なんで

すよ、地方の「まつり」って。

産土の神・・・氏神様とは聞きますが、なかな

か「産土神」「産土神社」とは言いませんね。

祝詞にしたって、まず産土の神から始まるわけ

ですよ。それから八百万（やおよろず）の神々に移っ

て、最後に天照大御神。確か、古事記も。
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天之御中主神から始まって、天地万物を創造

した「造化三神」が書かれていますね。「造化三神」

はH2Oの三角形という説もあって・・・水が無いと

生命が生まれませんから、とても興味深い説だと

思います。

日本人は＂目に見えない＂いろんなものを、う

まく取り込みながら文化に華を咲かせてきたんだよ。

そういう見えざるチカラが及ぶことが他にも

あるそうですね。建築や都市計画の世界で言うと

ころの＂hidden dimension＝隠された次元＂。こ

れって、一体何ですか。

西洋の庭園はね、見えているものを見せる。し

かも誇張して、独特の目線で。ベルサイユ宮殿な

んて、歩いていたら全体像なんて見えないですよ。

王宮があって、その一番上に登って初めて全体が

見える。つまり、西洋庭園というのは、神の目線

なんです。じゃあ日本庭園はどうかと言うと・・・見

上げ、かな？手前側からだんだん見上げていく構

造を採っている。目線がまるで違う。西洋庭園は

＂形＂で説得するけど、日本庭園はそうじゃない。

＂形＂じゃなくて＂構成＂。それぞれの繋がり・・・

目に見えないものをいかに感じさせるか、という

のが日本庭園なんです。

この＂目に見えないもの＂が＂hidden

dimension＝隠された次元＂？

龍安寺の話がわかりやすいかな。龍安寺に行く

と何を見ます？皆さんが見ているのは何ですか？ 

目が行くのは足下の白い砂利でしょうか？

それから、壁・・・石組み・・・。

まずは＂石組み＂をご覧になるんじゃないです

かね。要するに石を見る。ところがアイカメラを付

けてみると、面白いことがわかる。実は石そのもの

ではなくて、石と石の関係を見ているんですよ。石

を見ているようでいて、Ａという石とＢという石を

見比べている・・・＂関係性＂を見ているんですね。

いわゆる＂天地人＂とか、そういうものでしょ

うか？

そういうことでしょうね。だけど天地人の三角形っ

て見えますか？見えないですよね？勝手に我々

が結んでいるだけだから。こうして結んでいる線、

つまり物理的には見えていないけど人間が感じる

もの。これがhidden dimensionです。この＂見えな

いけれど感じられるもの＂が納得いくかどうかで、

庭園を「安心できる」とか「不安定だな」と思うわ

けだから、造園の大きなポイントと言えます。石を

見ているようで見ていない。実はその線を見てい

る。線を見ているようで、その実、石を見ている。

わかりますかね、この感覚？

多分、東洋医学というのはhidden dimension

なんです。＂見えないものを見る＂という共通点

がありますね。だから何となくわかります。西洋

医学は＂見えているものを見る＂。だから見方が

違う？・・・何か庭園論議に戻ってしまいました。

東洋医学って、どこかアプローチが日本庭園に

似てるんですよ。数学で言えばね、＂多変量解析

＂なんじゃないかな、東洋医学って。いろんな要

素を統合して、それから解析する・・・だから割り

切れなくていい。西洋医学というのは10m上から

直径10cmのところに降り立つみたいなものでしょ。

だからそういうわけにいかない。東洋医学は、そ

うじゃなくて、どの方向に降りていくのが＂それ

＂にとって一番いいのかを考える。アプローチが

全く違うのに同じ方法を採ろうというのが・・・そ

もそも無理があると思いますけどねぇ。

そうかもしれません。ただ、科学的証明って

言われると難しい・・・。すぐにエビデンスとかを

持ち出されますから。

近代医学はみんなエビデンス、エビデンスって

言うけど、EBM（Evidence-Based Medicine、根拠に

基づいた医療）じゃないと駄目だって言うけど・・・

果たしてそうかな？人間の体って、そうですかね？

そうじゃないと思いますよ。
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誰がやっても客観性があって再現性が高いから

科学だと、それを間違いだとは思いませんよ。で

もね、じゃあ隣同士の関係はどうなのかというと・・・

からっきし弱いんですよね、近代医学は。例えば、

こうやって先生方とお話しさせていただいている

ときは、とっても元気、ハツラツですよ。でもね、

うちのかみさんがいろいろと圧力をかけて話して

きたら・・・途端に元気じゃなくなってしまう（笑）。

これも、ひとつの＂関係性＂じゃないかと思います。

確かに科学的証明が、しにくい状況と言いま

しょうか・・・笑えませんけど。

あはははは、構いませんよ。証明しにくいと言

えば、全体の＂気＂ってあるじゃないですか。そ

の人の持っている雰囲気とか。これもそうですよね。

雰囲気なんて、写真には写りませんよ。「すごくパ

ワーにあふれているな」とか、「なんか疲れている

な」とか。こうやって相対することで、それがわか

るようになる。これはお互いの＂気＂という、見

えるようで見えない、見えないようで見えるものを、

お互いが感じ取るからでしょ？これを科学的に証

明するとなると・・・ちょっと厄介じゃないですか？

そうですねぇ。＂感じるもの＂ですから・・・

診断の＂診＂の診るですね。

それだ。そう、＂診る＂わけですよ。景観の

＂観＂と一緒。目じゃなくて体全体で体感する、

＂気＂を体感する。よくわからないけど、これが

東洋医学で大事なんじゃないかなぁ。さっき「自

然と呼吸し合う」のが「日本文化の＂根＂」と言っ

たけど、それは何か？言ってみれば、季節に誘

われた＂気＂という生命のながれを、日本人は

掴もうしてきたんだと思うね。それが、中国的

な東洋医学だけではない、日本独特の健康法に

繋がっていったんじゃないかな。＂気＂を測ると

か＂気＂を見るとか、これがすごく大事で、健

康というのは生理的な疾患だけじゃなくて、トー

タルの問題なんだというのは、そうやって相対

して初めて見えるもんでしょ？違います？

原始感覚と言って「もっとも原始的な感覚」

が一番正解という気がします。それと、＂並べた

10円玉＂の話。10円玉を横に並べると、二枚あ

るので20円。でも、重ねて上から見ると10円のま

ま。平面で見るか立体で見るかで違う。この辺り

の感覚、空間の捉え方は本来、誰もが持ち合わせ

ているものなんですが・・・。

それはね、もっと自信を持たれた方がいいと思

います。断面しか捉えない、断面を捉えがちなの

が西洋医学。時間と空間と両方の広がりをもって、

ものを見られるというのは、東洋医学が持つ本来

の強さのはずなんだよね。こういうところ、日本

庭園と考え方がそっくり。それと・・・やっぱり四季

折々ね、月や産土神の話じゃないけど。月の運行

や天照の動きっていうのが、人間の生理代謝に密

接していることを、東洋医学はわかっている。こ

れは大きい。鍼灸の会だからって言うわけじゃな

いけど、西洋医学の一番大きな欠落の点だと思い

ますよ。鍼灸師の皆さんが自覚されているかどう

かは、別問題ですけどね（笑）。

「僕は東洋医学の＂応援団＂だと思うんですけ

ど・・・違いますかね？」。笑いながら、最後にそう

締めくくっていただいた涌井史郎先生。もちろん、

間違いなく＂応援団＂です。それも、かなり心強い・・・。

今回お聞きした東洋医学、ひいては鍼灸への＂エー

ル＂に、私たちも大いに勇気をいただいたように

思います。本日はお忙しいところ、どうもありがと

うございました。
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千葉の各鍼灸師会で行われたボランティア活
動の報告がありました。

抄録には懐かしいできごととして「スポーツ
と鍼灸治療で今も印象に残るのは、昭和39
年の東京オリンピックで活躍した体操の小野
選手が肩関節の痛みを訴え、鍼治療を受ける
姿がテレビで全国に放映され、それを見た国
民は、その後の競技を固唾を飲んで見守り、
見事な演技で日本優勝の原動力となりました。
当然、翌日の新聞にも写真入で紹介され、鍼
灸治療の効果を国民に広く知らしめることと
なりました。まだ、中国からの鍼麻酔報道が
届く前のことです」との掲載があります。

(公社)日本鍼灸師会は東洋医学における
鍼灸医療を専門に、国民の健康回復と保持
増進のためスポーツ関連事業を進めていま
すが、「臨床鍼灸スポーツフォーラム」の開催
により、多くのスポーツ愛好家の方々や競技
選手のためのさらなる支援をめざします。

2月13日（日）に名古屋国際会議場で開催
された「第1回臨床鍼灸スポーツフォーラム」は、
スポーツに関わっている方々に鍼灸の良さを
伝え、活用していただくことと、スポーツ傷害
の治療からコンディショニングに関する医学
的知識と専門技術の臨床能力を高め、より質
の高い鍼灸医療の専門性を提供できる臨床
鍼灸師の研修を行うこと等を目的として開催
しました。

「老いない体をつくる～運動・治す・防ぐ・若
返る～」と題した中京大学大学院体育研究科・
湯浅景元教授の特別講演は、オリンピックメ
ダリストの室伏選手などとのエピソードもまじ
え、運動習慣は病気からの回復を促進し、病
気予防と体力年齢を若返らせる効果などに
ついて講演されました。

教育講演は「スポーツ障害における動作解
析と鍼灸臨床」と題して、日鍼会・小松学術局
長が講演し、一般口演では滋賀、福島、千葉
の鍼灸師会会員が報告と臨床実技を行い、シ
ンポジウムでは東京、滋賀、兵庫、岡山、

日鍼会ホームページに、現在１９の都府県
鍼灸師会（宮城、東京、岡山、埼玉、大阪、静岡、
長崎、愛媛、広島、和歌山、福井、福島、山口、
秋田、富山、山梨、新潟、千葉、栃木）から健
康フェスティバルでの健康相談や、市民マラ
ソンでのサポート活動報告が届いています。

各地の広報誌などで開催予定を見かけら
れましたら、ぜひ会場にお立ち寄り下さい。

鍼灸医療による国民の健康回復と保持増進

スポーツ分野に広まる鍼灸コンディショニング

「第１回臨床鍼灸スポーツフォーラム」を開催「第１回臨床鍼灸スポーツフォーラム」を開催

日本鍼灸師会ホームページ「都道府県鍼灸師会の公益活動」   www.harikyu.or.jp日本鍼灸師会ホームページ「都道府県鍼灸師会の公益活動」   www.harikyu.or.jp
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プローチで地域の方々の健康づくりに関わら

せていただき、これを通じていろいろと得る

ものがありました。たとえば、参加者の中で

鍼灸施術を望まれ初めて受療されるなど、鍼

灸の啓発や学校のPRにつながったこと。また、

行政の方々とコミュニケーションを図ること

で良好な関係を築くことができました。

本校の今後の展開としましては、一つは「筋

力パワーアップ教室」に鍼灸施術を導入する

ことが挙げられます。運動を継続することで

筋力がアップしてくると疼痛が軽減しやすい

のですが、その状態に至るまでに時間がかか

り、疼痛のため（時には疼痛が増強してしまい）

運動意欲が低下してしまうことがあります。

運動前に鍼灸施術で疼痛を軽減し、身体を動

かしやすい状態にした後に運動を行うことで、

さらなる筋力アップが期待できるものと思わ

れます。また、鍼灸の効果を知っていただくこ

とにもつながります。疼痛の軽減は鍼灸の得

意とする分野ですので、鍼灸師ならではの介

護予防として利用者の増大が期待できます。

もう一つは人材育成です。専門学校として、

やはり教育面を重視し、鍼灸師としての能力

を活かした介護予防を実践できる人材を育

成していきたいと考えております。

今後も、鍼灸師の新たな領域である介護予

防に対して専門学校として関わり、教育と地

域貢献の両面に力を注いでいきたいと思って

います。

現在、本校では、鍼灸師が介護予防の重要

な役割を担うものとして、その教育に力を注

いでいます。昨年4月より、専門学校として、

熱海市の地域支援事業「筋力パワーアップ教室」

に協力することになりました。

ここに至る経緯として、まず日本鍼灸師会

の介護予防運動指導員養成講座に参加し、

認定をいただきました。さらに2009年12月よ

り、東京都豊島区における地域支援事業にも

参加させていただき、ノウハウを学びました。

その後、熱海市より地域支援事業への協力要

請があり、本校教育の一貫として、また、地域

貢献として協力することとなりました。

熱海市は高齢化率37.95％と全国でもトッ

プクラスの高齢者の多い市で、約1万5千人の

高齢者のうち約7％が特定高齢者ということで、

介護予防が重要な課題となっています。

同市での地域支援事業の特徴は、運動機

能向上に加えて口腔機能向上が盛り込まれ、

歯科衛生士にも関わっていただいたこと、山

間地域のため参加者の送迎を行ったことです。

他の地域では会場に公民館を活用して実施

することが多いようですが、本校が担当した

地域では、小学校の空き教室を利用して実施

しました。

当初は、参加者の多くが日頃運動したこと

がなく、膝や腰に慢性疼痛を抱えていると推

測されましたので、どこまで運動ができるか、

また指導に対する不安や、転倒など事故の心

配もありました。しかし、いざ実施してみると、

参加者の皆さんは非常に真面目でモチベーショ

ンが高く、指導内容を理解することに困る様

子は見受けられませんでした。

最初は疼痛などにより身体が動かしにくそ

うな方もみられましたが、継続することによ

り筋力がアップし、それとともに痛みも軽減、

疼痛による日常生活への支障の程度が少な

くなったとたびたびお話しされました。また、

転倒等の事故が起こりそうになることもまっ

たくありませんでした。

介護予防運動指導という鍼灸とは違うア

痛みをとって筋力アップ 『公益事業としての介護予防』 PartⅡ

筋力パワーアップ教室

はじめよう！介護予防寄 稿

(学)東海医療学園専門学校µ臼井明宏
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2010年3月19日から21日まで、アメリカ合衆国のノースカロライナ州

チャペルヒルで、鍼研究学会（Society for Acupuncture Research: SAR）

による国際学会が開かれました。この国際学会には、アメリカ、韓国、

中国、日本、イギリス、カナダ、ドイツ、ノルウェー、香港、ブラジル、オラ

ンダ、アイルランド、イタリア、インド、オーストラリア、スイス、スウェー

デン、台湾、バングラデシュといったさまざまな国と地域から参加があ

りました。

アメリカでは心臓発作の予防に低用量アスピリンが有効だとする試験結果が出てから、アメリカ国内の

半数の病院で処方されるまでに１７年もかかったそうです。その反省をふまえ、さまざまな研究成果がで

きるだけ早く人々の健康に実際に寄与できるようにと工夫を重ねています。

そういった中、鍼の研究についても、実験室で行われるような基礎科学研究の成果が、治療の現場に早

く活用できるように、その間の橋渡しが必要だと考えられるようになりました。そこで、今回の国際学会

ではその橋渡しのための具体的な方策が模索されました。

基調講演を行った米国代替補完医療注）センター（NCCAM）のJosephine Briggsセンター長によると、日本

の厚生労働省にあたる米国国立衛生研究所（NIH）の全予算のうち、$128.8Million（約108億円）がNCCAM

に充てられているということです。鍼はアメリカの代替補完医療の中でもたいへん注目されており、盛ん

に研究が行われています。鍼灸のよさが更に世界で認められ、人々の健康に役立ってほしいものです。

注）代替補完医療

現在、おもに行われている西洋医学の代わりに用いられたり、もしくは補う目的で用いられる医療

のこと。鍼灸もそのひとつ。

鍼灸は、中国から、ヨーロッパにシルクロードを介して15･6世紀ごろ伝えられたといわれています。

1953年には、ドイツのH･シュミット博士が来日し、一年有余の間日本に滞在し鍼灸界との交流が行われ、

これが導火線となって国際交流が始まりました。

さて、ドイツにおける鍼灸の資格ですが、ドイツには、日本のような「はり師」「きゅう師」というような鍼灸

専門の国家資格はありません。鍼灸治療を行えるのは、医師（歯科医、獣医を含む）、ハイルプラクティカー

（Heilpraktiker）という治療師、それから助産師は病院の産科で分娩時にのみ鍼を行えます。

鍼灸の教育は、DGfANという団体が行っていて、DGfANは３つの団体に加盟しています。

・ICMART（医学的鍼と関連技術の国際協議会）

・ECPM（医学の複数併存を支持するヨーロッパ医師協議会）

・Hufelandesellschaft  Gresamtmedizin（フーヘラント統合医療協会）

教育の流れは、140授業単位の鍼灸基礎教育コース（Grundausbildung）を終了し、試験に合格して鍼灸資

格A（Diplom A）を得ることができ、次の350授業単位の上級教育コース（Vollausbildung）へ進めます。上級

教育コース終了後、試験に合格して鍼灸資格B(DiplomB)を得ることができます。

今回はドイツにおける鍼灸の資格をご紹介したいと思います。

次回は、このドイツで行われた鍼治療の大規模な臨床試験についてご紹介したいと思います。

研究成果を早く臨床に研究成果を早く臨床に

国際部コラム
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更年期障害も含めこれらを一度に改善に
向かわせることができる治療法として、ホル
モン補充療法(HRT)が再認識され始めていま
す。乳がん増加などのまだまだクリアしなく
てはならない課題もありますが、より安全な
HRTが模索されています。また、糖尿病と心
筋梗塞など生活習慣病どうしが実は強く関連
し合っていることが近年明らかとなってきて
います。個々の疾患を診るのではなく、一個
人をトータルに診ていくという医療本来の姿
に再び回帰する傾向が西洋医学でも再認識
されています。

鍼灸師を目指す社会人、学生さんが増えて
きている。スポーツトレーナー、スポーツ鍼灸
に興味があり、将来スポーツ分野で活躍したい、
また学生時代にスポーツ障害を経験し、鍼灸
院に通った経験から鍼灸師を志す学生さんも
いる。
スポーツ人口も老若男女問わず増える一方、
スポーツ傷害（外傷。障害）によって身体的、
精神的に苦痛にさいなまれているスポーツ

更年期とは、女性の加齢の過程における生

殖期から非生殖期への移行の期間を指します。

閉経とは、月経が閉止する現象そのものを指

し更年期に起きる中心点な現象です。この時

期にいわゆる"更年期障害"と呼ばれる器質

的変化に起因しない多種多様な症状が現れ

ます。その主たる原因は卵巣機能の低下です

が、これに加齢に伴う身体的変化、精神・心

理的な要因、社会文化的な環境因子などが

複合的に影響することにより複雑な症状を呈

するのです。

一方で、この年代を単に更年期障害の発現

時期としてみるにとどまらず、女性の健康を

評価する機会としてとらえようとする考えが

始まっています。女性に対し健康増進への関

心を高め、その必要性を知らしめる機会、各

種疾病の予防的手段にでる絶好の機会とし

てとらえるのです。これは世界的な動向であり、

人口構造の変化にも関係しています。

具体的には、更年期より病態の温床が始ま

る疾患として、骨粗鬆症、心血管系疾患、肥満、

糖尿病などが挙げられます。何故温床ができ

始めるかというと、閉経まで女性は女性ホル

モン(エストロゲン)で守られているからなの

です。エストロゲンが喪失すると、骨では破

壊が進みとても脆くなり、ちょっとした転倒で

も骨折してしまうようになります。血管では

動脈硬化が進みます。脂肪は蓄積されやすく

なり、インスリン抵抗性が出てきます。他にも

皮膚や脳機能などにも強く影響していること

が知られています。

第５９期 通算第７０８～７０９回学術講習会

主催 公益社団法人 日本鍼灸師会µµµµ後援µ厚生労働省

講演中の岡野浩哉先生

鍼灸医学の研究と振興のために学術講習会を行っています

第708回学術講習会

2010年12月12日(日)µ日本鍼灸会館
◆婦人科疾患編

「更年期障害と脂質・血圧異常」

飯田橋レディースクリニック

院長µ岡野 浩哉先生

◆スポーツ鍼灸

「スポーツ障害と鍼灸臨床」

－トップアスリートから学ぶ－

社団法人長野県針灸師会

学術部長µ井出勇次先生
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動関節にも生じる変化であり、また、加齢現
象（ageing）の１つとしても認められる。このよ
うな変化が股関節に生じた場合に変形性股
関節症とされる。

本症は、一次性と二次性のものに分けられ
ており、前者は本症に先行する疾患が認めら
れないものを、後者は何らかの先行する疾患
があり、それに引き続いて生じたものである。
わが国ではその殆んどが二次性であり、先天
性股関節脱臼や臼蓋形成不全、ペルテス病
などに続発するものが多い。

症状として、当人が最初に気付くのは痛み
である。その後、徐々に病変が進行するにつ
れて、股関節の可動域制限が生じ、跛行も著
明となり、日常生活の動作としては足指の爪
切りや、靴下の着脱に不自由を感じるように
なり、歩行距離も短くなり、速歩が困難となる。
また、股関節周囲の筋の萎縮をきたす。遂には、
耐え難い痛みとなり医師を受診する。

治療法としては、手術療法と保存療法があ
る。前者には、股関節周囲筋を切り離す、筋
解離術、骨盤または大腿骨の骨きり術、人工
材料を用いるものとしては、人工骨頭置換術
や全人工関節置換術などがある。一方、保存
療法としては、安静、薬物療法、物理療法（温
熱、マッサージ、水治療法など）、あるいは、種々
の運動療法や装具療法などがある。

私たちは、1984年以降、運動療法なかでも
積極的な股関節周囲筋の筋力強化のための
運動療法を行ってきた。その理由として、骨
格筋の働きに、１）関節を動かす、２）体温の
産生、３）関節の動的支持、４）体液循環の促進、
などのほかに５）関節への衝撃を吸収する作
用（shock absorbing action）(働き)がある。とく
に、５）の働きは重要であり、これまでのＸ線
像の変化を重視した発想とは異なるもので
ある。むしろＸ線像では認められない、股関
節周囲に存在する強大な筋の働きを重視し
たものである。

方法としては、これまでの開放運動連鎖
(open kinetic chain, OKC) ではなく、閉鎖運動
連鎖(closed kinetic chain, CKC)による運動を
指示してきた。その理由としては、CKCの方
が関節にとってより安全であり、日常生活動
作に近い動作であるからである。

講演中の井出勇次先生

第709回学術講習会
2011年1月30日(日) 森ノ宮医療学園専門学校
◆整形外科疾患

「変形性股関節症に対する運動療法」
－過去22年の経験から－

森ノ宮医療大学 学長
大阪済生会中津病院整形外科

廣橋µ賢次 先生

選手、スポーツ愛好家がいるのも現状である。
そんな中、スポーツ障害に対する鍼灸受診率
が増え、治療のみならず、傷害予防に努めて
来院されるケースも増してきている実感もあ
る。

来院される選手は、大半は痛みを主症状と
します。捻挫といった急性期から、日頃のトレー
ニングで痛めたものが多く、何週間、何か月
も前から痛めていて、そのままトレーニング
を続け試合に臨んでいる選手もいます。これ
では十分なパフォーマンスを生み出し結果を
出すことはできません。

痛みのある部分にだけ集中して施術が行
われ、一時的に軽減はされるものの、障害の
根本的原因が何であるか、正確な診断、確認
がなければ根本的治療にはなりません。

今回トレーナー活動経験から、スポーツ傷
害に対する理解、代表的なスポーツ障害の疾
患、病態、障害の予防としてコンディショニン
グの重要性などトップアスリートから学んだス
ポーツ鍼灸をご紹介します。

変形性関節症とは、“関節構成体に慢性の増
殖性変化と退行性変化（萎縮・変性・壊死）が
同時に生じてその形態が変化するもの（Abrams）”
とされている。このような変化は、いずれの
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【消化管運動における鍼灸の作用機序】

体性―内臓反射に関する知見から、鍼灸刺激

は自律神経を遠心性に介して、胃運動の亢進や

抑制を引き起こすことがすでに示されている。四

肢への鍼灸刺激は副交感神経を介して消化管運

動を亢進させ、また、体幹部への鍼灸刺激は交感

神経を介してその抑制を引き起こすことが明らか

になっている。小生も胃電図（注）を用いた研究に

おいて、ヒトでも腹部への鍼刺激で胃機能が抑制

される結果を確認した。比較的、鍼の作用機序が

明らかになっている領域であるため、その概観を

解説する。

【臨床応用の事例】

以下の臨床応用の実践事例について紹介する。

・術後消化管運動抑制における四肢への円皮

鍼刺激の改善効果

・虫垂切除術後に強い嘔気を訴えた症例にお

ける・鍼通電治療の制吐作用

・脾虚傾向の程度と胃運動異常との関連性

・機能性胃腸症患者における鍼通電の治療効果

・乗り物酔い(motion sickness)に対する鍼治療

の応用の試みとその効果

【まとめ】

当該領域における基礎研究の概要から、これを

踏まえた臨床応用の実践事例の現状を紹介する

ことで、参加されている先生方と今後の鍼灸治療

の展望と方向性を探りたいと考えている。

（注）胃電図は胃体上部1/3辺りに存在するペー

スメーカーからの電気活動を経皮的に記録

する手法で、鍼灸などの微弱な体制刺激の

効果を客観的に評価するのに適した手法で

あり、その利用は近年広がっている。

その結果、本法を開始してからの約22年以上の、

資料の整った123例190関節では、疼痛は、病変

が前期・初期の症例では約96％が、進行期・末期

では約75％が軽快している。Ｘ線像の変化は、約

35％は徐々に進行しており、不変が約60％、逆に、

むしろ改善したものが約7％に認められた。手術

療法（骨きり術、人工関節など）に移行した症例は

19例23関節の12％であり、このうち全人工関節

に移行した症例は10例12関節（6.3％）であった。

以上のことから、本疾患に対する本運動療法

の治療上に占める位置づけについて述べる。

【はじめに】

消化管症状に対する鍼灸治療は、運動器疾患

などに比べて、その機会は少ないかもしれない。

どちらかというと、患者は随伴症状として、食欲

不振や、胃もたれ、腹痛、嘔気、下痢や便秘など

を訴え、全身調整を目的とした鍼灸治療が多くな

されるのではないだろうか。一方、現代では、機

能性胃腸症や過敏性腸症候群などのように、機

能的な病態もしばしば鍼灸治療で対処している

報告も散見されるようになってきた。この領域の

鍼灸治療の機会は決して多くはないが、無視でき

るものではないはずである。今回は、消化管運動

（特に胃運動）における鍼灸の作用機序から臨床

応用までを概説する。

講演中の廣橋賢次先生

講演中の今井賢治先生

◆鍼灸治療編

「上部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臨床鍼灸室

准教授µ今井賢治先生
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特別講演(1題)･教育講演(1題)･シンポジウム(2題:鍼灸医療推進研究会･鍼灸教育研究と臨床)

一般口演（18題：鍼灸臨床研修会受講者による症例報告）・青年部教育講演（1題）

青年部教養講座（1題）・臨床実技講座（4題：臨床専門家4名の講師による鍼灸実技）

専門領域研修講座・臨床研修講座・各局講座（学術局国際部・組織局・保険局・広報局）

道・市民公開講座・懇親会（札幌サンプラザ・金枝の間）／業者展示：鍼灸・医学関係・業者出展

「北の大地で拓く鍼灸の真価」

～安心・安全・人に優しい医療～

会期�平成２３年１０月  ９日（日）

会場�札幌サンプラザ
・祝１０日（月 � ）

第７回全国大会in北海道

■道・市民公開講座µ『食と健康』をテーマに開催予定
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　太陽の輝きが増して間もなく「桜だより」が
聞かれるようになりますが、新しい芽が一斉に
吹き出す素敵な季節を迎えています。
　ここに2009年度最後の日本鍼灸新報をお届
けしますが、新報は通算575号発行されている
「日鍼会の歴史本」ともいえる会報です。しか
し、現行の会員向け機関誌のままでは公益事業
としての条件を満たすことができませんから、
内容を見直す必要があります。
　昨年実施した師会アンケートにいただいた
回答へのコメントを2月号に掲載しましたが、
編集部が公益事業としての条件を満たすために
は、「限られた予算」ということに加え、「毎月
発行するための情報」と「編集作業時間」という

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）
購　読　料：年10,000円（会員は会費より）
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

表紙写真：
　東京湾にかかるシルエットの美しいレインボーブリッ
ジは、芝浦地区とお台場を結び、また、開発が進む臨海
副都心と都心を結ぶ架け橋として平成5年にオープンし
た。2つのルートがある遊歩道は、臨海副都心や遠くは
富士山を望むことができ、東京のシンボルとなってい
る。 （撮影：神奈川　秦 宗広）

ことを考えなければなりません。編集部にとっ
てこれらのハードルはたいへん高いものです。
　3月号の編集作業はカナダ・バンクーバーで行
われた冬季オリンピック期間中で、日本人選手
の活躍に欣喜雀躍するシーンが流れる中での作
業でした。それは4月号に新しい新報を芽吹かせ
るための準備期間でもありました。

（Ｔ）

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。

～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

日本鍼灸新報3月号_575.indd   18 10.2.25   5:35:03 PM
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