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第１回臨床鍼灸スポーツフォーラム
「老いない体をつくる」

中京大学教授 湯浅景元先生

介護予防(筋力向上)運動
地域みんなですすめる

国際部コラム（ＷＦＡＳ＆ドイツの鍼灸）

定例学術講習会（第710～711回）

第7回全国大会in北海道案内

講　演
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第1回目のフォーラムにお招きいただき、あり

がとうございます。大変光栄です。早速ですが、

皆さんは、体を動かすことをどのように思われて

いるのでしょう？反対に、動かさないと一体どう

いうことが起きるとお考えでしょうか？最新のデー

タから、横になって寝た瞬間から、カルシウムは

どんどん抜けていく、筋肉もやせ細っていくという

ことがわかってきました。つまり、運動しないと・・・

筋肉も骨もやせ細ってしまう、ということです。

科学的なデータが明らかにしたのは、それだけ

ではありません。運動をしないことで動脈硬化や

心筋梗塞になりやすくなる。骨粗しょう症、ある

いはアルツハイマーになりやすくなる。大腸がん

がウォーキングのような有酸素運動と関係が深い

ということまでわかってきました。さらに、誰にで

も起きてくる「老化」も、運動をせずに放っておくと・・・

その速度が加速されてしまうことも。ですから今

日は、「是非運動をしていただきたい」ということ

を中心にお話しさせていただこうと思います。

老いることは自然の成り行き、止めることはで

きない。それでも「"老いない体をつくる"ことを目

指して生きる方が、充実した人生を送れるのでは」

と湯浅景元先生は言います。そのためには「体を

動かすこと」、つまり運動が大切だと話される先生。

記念すべき第1回のスポーツフォーラムでは、「老

いない体」に効果のある"運動＝処方箋"をたくさ

んご紹介いただきました。是非ご自身に合った"

処方箋"を見つけてみてください。

２０１１．２．１３  名古屋国際会議場公益社団法人日本鍼灸師会 第1回臨床鍼灸スポーツフォーラム    

老いない体をつくる
～運動・治す・防ぐ・若返る～

特別講演

室伏選手とのエピソードを披露

                                             
● とにかくいろんなことをしましょう。

やたらとブームになっていますけど、「脳トレ」と

いうのは、それだけじゃ何の効果もありません。

中京大学体育学部卒業。中京大学スポーツ

科学部教授。医学博士・体育学修士。東京医科

大学客員講師、オーストラリア・グリフィス大学

高等研究員などを歴任し、現在、名古屋市教

育スポーツ振興事業団評議員等。ＮＨＫスペシャ

ル、ＮＨＫ今日の健康などのテレビ出演等で健

康づくり運動の普及につとめる。現在、フィギュ

アスケートの安藤、浅田、小塚選手の教育にも

あたっており、著書には「老いない体をつくる」（平

凡社新書）など多数。

●湯浅景元（ゆあさ かげもと）先生プロフィール●

運動の大切さを説かれたあとで、「脳」「心

臓・血管」「骨」「筋肉」のそれぞれに効果の

ある運動について、お話しいただきました。

最初は、新しい物好きの「脳」に効く処方か

ら・・・とにかく慣れすぎず、不慣れなことに

挑戦していくことが、最良なのだそうです。

脳に効く運動

湯浅景元先生
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● 三日坊主の趣味を持ってみましょう。

今、脳の専門家の間には、趣味を二種類持とう

という考えがあります。一つは、とことん練習、稽

古して上手くなる趣味・・・楽しいから、どうぞやっ

てください(笑)。もう一つの趣味は、三日坊主の

趣味・・・飽きちゃう趣味を、是非持ってもらいたい

んです。この"飽きちゃう趣味"が、前頭葉と言って、

「生きるぞ」とか、「やるぞ」とか、こういう"やる気

"を起こさせる部分を刺激してくれるんです。前頭

葉という生きるための大事な刺激を出す部分は、

とても飽き性、慣れることが大嫌いなんですね。

新しいものが欲しいわけです。

これまで「三日坊主は駄目だ」とか「堪え性がな

い」って言っていたんですけど、そうじゃない。飽

き性、三日坊主が出てきたということは、前頭葉

が「刺激が少なくなったよ」と合図を送ってくれて

いるわけです。そう考えると、三日坊主の趣味、

飽き性な趣味を持つことは、脳にとって、とても

良い運動になると言えるのではないでしょうか。

     
● "脳"に惑わされないようにしましょう。

今から四十年ほど前にジョギングブームが始まっ

て、実際に走る人がかなり増えてきました。とこ

ろが・・・ご覧になった方も多いと思いますが、そ

のジョギングブームのきっかけを作った推奨者がジョ

ギング中に死亡しました。ランニング中の突然死は、

年齢に関わらず、かなり高い頻度で発生します。

これはなぜか？そう、脳に惑わされているんです。

走り始めてしばらくしたら呼吸が少し苦しくなっ

てきて・・・そこで止まってしまえばいいのに、苦し

いけどちょっと頑張ってみようと。すると、すぐ楽

になってきて・・・よしよしと。皆さんの中にも、スポー

ツで走ったことがある方は経験があるかもしれま

せん。これが危ないんです。体を危険にさらすのは、

"ベータエンドルフィン"という脳内物質。「脳内麻薬」

とか「快楽物質」と言われたりするものが、ふっと

脳に出てくる。このベータエンドルフィンのおかげ

で、心臓や血管が苦しい状態なのに、脳が麻痺し

てその苦しさを一瞬忘れちゃうわけです。

続いては、これも気になる「心臓・血管」

のお話。ウォーキングやジョギングなどの

有酸素運動が、「心臓・血管」の動きを良く

してくれるそうです。くれぐれも過度にな

らないように注意しながら、の条件付きで

すが・・・。

心臓・血管に効く運動

脳というものには、さまざまな刺激を与えてあ

げて、いろんな細胞同士が繋ぎ合っていくネットワー

ク、これをつくってあげなければいけない。だから、

一つのことだけやっていては駄目なんです。とに

かくいろんなことをしましょう！これが脳への刺

激として最も良いんです。アメリカでは、季節によっ

てスポーツを制限している州もあるくらいです。

何月から何月はこのスポーツをする、何月から何

月はこのスポーツはしないと、はっきりさせてい

るんですね。

"バスケットの神様"と言われるマイケルジョーダ

ンも、野球のシーズンにメジャーリーグの選手とし

て出場した経験があったりするわけです。毎日同

じ仕事をしている時の脳の活動を見ると、ほとん

ど変化していません。ところが、普段やったことも

無い仕事をパッとお願いすると、突然脳が活発に

動く。脳のことだけを考えれば、いろんな刺激を

与えてあげることが極めて大事だと言えます。

会場風景
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● "重り"をつけて疑似肥満になってみましょう。

もう一つの方法は、疑似肥満になるということ

です。骨を丈夫にする"手っ取り早い"方法は肥満

になることだって・・・ご存知ですよね。体重が増

えると骨にかかる負荷が強くなってきますから、

骨が丈夫になっていくんです。そこでお薦めした

いのが、体に"重り"を付けるということ。これだけ

でも、うんと効果があります。今日は外してきま

したけど、普段は片方の足首にアンクルウエイト

ですね、5kgのものを二つ付けています。そして、

鞄をいつも二つ持ち歩い

ています。二つ合わせる

と少ない時で25kg、多い

時で40kg・・・私自身、こん

な感じに疑似肥満を実現

して、骨を鍛えています。

会場風景

● ウォーキングから始めてみましょう。
となると、ジョギング自体は問題ないけれど、

普段走り慣れていない人が急に走ると危険が伴っ

てしまう。ではどうすればいいのか。まずは安全な、

それでいて心臓や血管に負担がかかる「ウォーキ

ング」から始めるのがいいということで・・・今あら

ためて、ウォーキングが見直されてきています。

「ちょっと最近は運動してない」という方が、「走り

たいな」「市民マラソン大会に出たいな」というと

きには、ウォーキングを薦めてみてください。

まずは二、三か月、ウォーキングで心臓や血管

に刺激を与えてからでないと、いきなり走るのは

良くありません。そして、ウォーキングでも、呼吸

や心拍数など、何か体の変化を目安にしたほうが

いいでしょう。運動しているときの呼吸の苦しさ

で判断してみると、「少しきついな」と感じる程度が、

ちょうど良いということを覚えておいてください。

● できるだけ高く5回跳んでみましょう。

骨を強くするために効果があるのは、衝撃力を

伴う運動です。例えばどういう運動がいいかと言

うと・・・"ジャンプ"、跳ぶことです。これはもうご

存じの方もいらっしゃると思います。骨は瞬間的

に大きな力を加えない限り、強くできません。意

外にもお相撲さんの足の骨は、我々一般の人間

よりもちょっと太いだけで、それほど太くはありま

せん。稽古でジャンプする姿、見たことありませ

んよね。骨が丈夫になるには、衝撃力が最適なん

です。

それでは、そのジャンプ、いったい何回やったら

効果があるんでしょう？1回では、あまり効果は

期待できません。3回以上でないと効果は出てこ

ない。では3回を5回にしたらどうなるか？もっと

効果が出る。5回跳ぶのを10回繰り返したらどう

なるか？ほとんど効果は横ばいになる。もっともっ

と、15回跳んだらどうなるか？これでは反対に骨

が弱くなってきてしまう・・・5回ほど高く跳んで、

骨を強くしましょう！

「骨」は、衰えてきても気付かない人がほ

とんどだと言います。そして、いったん弱く

した「骨」を強くするのは、かなり難しいそ

うです。そんな"骨を丈夫にする"方法があ

るのでしょうか？どういう運動が必要なの

でしょうか？

骨に効く運動
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● 一日に一つ、硬くて大きな物を食べましょう。

最近注目されているのが顎の筋肉です。顎の

筋肉を使わないと、脳に悪影響を及ぼすんですね。

東京の病院で経験したことですが、ある患者さん

が口から食べられなくなり、直接胃に食べ物を入

れて栄養を摂るようになってしまったんです。も

ちろん生きています。だけど脳はだんだん小さくなっ

て・・・これは明らかに顎の筋肉、咀嚼筋をちゃん

と使わないと、脳の刺激が少なくなることを表し

ています。ものを食べるということは、消化吸収

ともう一つ、脳に刺激を送って脳の衰えを防ぐ役

目もあると、そのとき患者さんと接してわかった

わけです。

ただし、今の食事は調理技術が発達し過ぎた

ために顎の筋肉には負荷が弱い、柔らかい食べ

物が多過ぎると思います。一日に一つくらいは、

やや硬めで、やや大きめのものを食べること。こ

れを脳への刺激を起こす運動だと理解されたら

いかがでしょうか？例えば林檎を丸かじりした時

と、小さく切ってかじった時とで、顎の筋肉は、全

く違う使われ方をします。一個丸ごと食べると、

顎の筋肉は活発に使われる。林檎の丸かじり、こ

れも脳を刺激する"筋肉の運動"です。

● 椅子に座って足を素早く動かしてみましょう。

"素早さ"・・・速筋遅筋とよく言いますけど、これ

からの高齢社会には、速筋による素早さが必要

だと言われるようになってきました。例えば交通

事故を起こした高齢者の方を調べると・・・原因が

だいたい一致していたりします。「追突」、自分か

らぶつかっちゃうんです。運転していて危ないと

わかっていても、パッと足が動かないんです。

速く動く筋肉は、だいたい20歳代がピークで、あ

とは一気に衰えてくる。ウォーキングのようなと

きに使う、ゆっくり動く筋肉はあまり衰えない。だ

から70歳、80歳でも元気な方は散歩できるんです。

だけど歩いてばかりいる人は、速く動く筋肉を忘

れちゃっているから、パッと足が動かない。歩いて

いるだけでは駄目なんですね。

ウォーキングのときは、足を動かす筋肉の中の

遅筋という、ゆっくり動く筋肉だけに命令が行って

います。速く動く速筋というものは休んじゃってい

ます。だから、いざというときのために、速く動く

筋肉を動かしておかなければいけない。3秒から5

秒の「足踏み」で結構です。椅子に座って両足を

速く動かしてみてください。これだけでも素早く

反応する"足"ができてくるはずです。年を取ると

筋力が自然に衰えてきますから、交通事故を起こ

さないためにもブレーキが素早く踏めるだけの速

筋を足に残してあげないといけない。ウォーキン

グだけでは不足なんです。

「アンチ・エイジングには反対」が持論の湯浅先

生は、"エイジングを楽しむ"という発想を持ってらっ

しゃいます。長く生きている限り、老化は起きる――

ならば、「老化と」言わず、「歳を重ねる」という言

葉にしていくのはどうかと。抗うのではなく、歳を

重ねて熟成していくという「エンジョイ・エイジング」

もいいんじゃないかと。さらに先生は続けます。「い

かに歳を重ねることが楽しいか、そのために体を

どう扱ってあげるかを、どうぞ患者さんと一緒に

考えてください」。我々鍼灸の世界に生きる人間

の"心に効く運動"として、大いに学び、応えてい

かなければいけないところです。

運動法を披露される湯浅先生

筋肉に効く運動

最後は、一気に衰えてくるという「筋肉」

の話です。とにかく体が動くうちは何とし

ても動かさないといけない・・・筋肉は鍛え

なければいけないようです。でも、それだ

けじゃなく、ちょっと面白いことを教えてい

ただきました。
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地域みんなですすめる 介護予防（筋力向上）運動地域みんなですすめる 介護予防（筋力向上）運動

今回の大阪会場で養成講座で指導にあたった

永澤充子介護予防主任運動指導員（大阪府鍼灸

師会所属）は、鍼灸院に併設されたディサービス

施設で、「痛みの緩和対策や筋緊張緩和対策とし

ての鍼灸治療」と、「筋力向上により日常生活の

不具合を改善し、介護保険を必要としない自立で

きる高齢者」のお手伝いを考えておられます。

また、今回の養成講座修了後に、講座参加者の

方々に「地域で介護予防運動＝筋力向上運動を

開始していきましょう」と参加希望者を募ったとこ

ろ、その呼びかけに数人の方々が参加希望の意

思を示されていました。

高齢者の特性である「転倒しやすい・失禁が多い・

低栄養になりやすい・口腔機能が低下しやすい・認

知症」などの知識を得た上で、高齢者向けの筋力

運動の方法を知り、実践ができる介護予防運動指

導員は高齢化社会では必ず必要とされるでしょう。

今回の大阪会場は２４名の方が参加され、過去

２０回の講座で約７００名の方が修了試験に合格

されています。今後、各会場で学習された方々が

各地域で、個人またはチームを組んで社会貢献

されることを期待しています。

なお、第２２回の講座はゴールデンウィークを利

用して新潟県で開催を予定しておりましたが、諸事

情で延期になりました。今後の開催は日本鍼灸師会

ホームページをご覧下さい。

（報告：日本鍼灸師会保険局介護保険部 松浦正人）

（公社）日本鍼灸師会が主催する第２１回目の介護予防運動

指導員養成講座は、地元の大阪府の他に、奈良県、和歌山県、

京都府、兵庫県、愛知県、さらに北海道からも参加され、受講

者は鍼灸師の他に柔道整復師、栄養士、歯科衛生士、スポーツ

トレーナー、中学校教諭、介護ヘルパーなど多職種の方々でした。

介護予防とは「介護の予防」ですから、介護が

必要になった高齢者を対象にするのではなく、「介

護が必要になりそうな高齢者」を対象に、介護を

必要とせず、自立した生活を少しでも長く過ごせ

るようにするものです。

そのために「介護が必要になりそうな高齢者の

選択方法」を知り、「介護が必要になってしまう主

な要因である転倒・失禁・低栄養・口腔機能低下・

認知症」などを学習し、また、「介護を必要とせず、

自立した生活を送るために最も有効とされてい

る筋力・体力・バランス力」を高めるための「高齢

者向けの筋力運動の理論と実践」を学習し、そして、

高齢者向けの筋力運動ですから「リスクマネージ

メント」の知識を習得しなければなりません。

５日間の講座は、東京都老人総合研究所が作

成したテキストを使用して行ない、介護予防概論、

介護予防評価学、介護予防統計学、行動科学特論、

リスクマネージメント、高齢者筋力トレーニング特

論、高齢者筋力トレーニング実践、転倒予防特論、

失禁予防特論、低栄

養予防特論、口腔機

能向上特論、認知症

予防特論、マシーン

を使った演習など総

講座時間は３１．５時

間です。

はじめよう！ 介護予防
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片頭痛の患者さんに対しての、標
準治療（メトプロロール）と鍼治療
との比較を行ったところ、どちらの
治療方法も同様に片頭痛の日数が
減少し、ある期間では鍼治療の方
が良い結果が出ました。

医療処置を必要とする副作用は
0.8％の患者さんから報告されて、
その副作用も生命の危機にいたる
ようなものではなく、安全性の高
い治療であることが判りました。

現在、ドイツでは鍼治療が保険適用となっていますが、これらの良好な研究結果と前回ご紹介した鍼灸

資格とが合わさった結果のようです。

世界中の鍼灸学会が集まった国際組織で、黒須幸男氏（日本鍼灸師会会員）が発起人となり、日本と中

国がリーダーシップをとって1987年1月に設立されました。

この連合会の目的は、世界中の鍼灸グループ間の理解と協力を促進させたり、国際的な学術交流を強

化させたりして鍼灸医学を発展させ、世界の人々の健康に役立てることで、現在は50の国と地域、135の

団体が所属しています。

（WFASサイト http://www.wfas.org.cn/en/）

前回ご紹介しましたようにドイツではおもに医師が鍼治療を行っています。2002年の資料では2～5

万人の医師が鍼治療を行っているそうです。そんな中、2000年12月～2005年3月の間に、1万人以上

の医師と、30万人以上の患者さんが参加した大規模な鍼治療の研究が行われました。

その研究では、鍼治療について様々な角度からの臨床試験を行い、下のような結果が出たそうです。

2010年11月6～7日、米国カリフォルニア州

サンフランシスコにて、WFAS（世界鍼灸学会連

合会）のWFAS2010 International Acupuncture 

Conference in US（WFAS2010米国国際鍼灸学

会）が開催されました。

今回の大会テーマは「鍼灸の研究、教育、臨

床実践」で、40あまりの国と地域の800名近く

の代表が参加されました（大会事務局の発表）。

WFASは4年に1回の世界鍼灸学術大会と総

会を、そして毎年シンポジウムを各国が持ち回

りで開催していて、今年は11月にブラジルでシ

ンポジウムが開催される予定です。

WFAS2010 in USが開催されました

WFAS(世界鍼灸学会連合会)って何？

腰痛、変形性膝関節症、片頭痛、
緊張型頭痛の患者さんへの臨床試
験を行い、鍼治療の効果が確認さ
れました。

効   果

有効性

標準的な治療単独の場合と比べて、
鍼治療を標準的な治療に加えた場
合、費用がかかるものの、国際的
な基準値で保険システムに入れれ
ば、鍼治療は比較的良好な費用対
効果をもつという結果となりました。

費用対効果

安全性

次回も、「ドイツの研究成果（鍼の比較試験）について」ご案内したいと思います。

今回は ドイツで行われた大規模研究 をご紹介します。µ
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第６０期 通算第７１０～７１１回学術講習会

的症状を含むBPSDの改善効果が、血管性認知
症に対しては、麻痺、筋力低下、拘縮などの身
体機能や、意欲低下、易怒性などのBPSDの改善、
そして、脳血流の改善効果から進行抑制も期
待される。

ただし、未だに認知症に対する鍼治療に関
する報告は少なく、エビデンスの構築が必要で
ある。また、鍼治療が認知症領域で盛んに行わ
れるようになると、鍼治療と薬物療法や機能訓
練などを併用の場面も増える。このため他職種
とのさらなる連携が求められる。

鍼治療が認知症患者や家族のQOLを高める
推進力になることを期待する。

トリガーポイント療法とは、筋・骨格系の痛み
に対する治療法であり、現代医学的な病態把
握に基づく治療法の１つである。

そもそもトリガーポイントは筋・筋膜疼痛症候
群に特徴的な圧痛部位であり、なおかつ筋・筋
膜性疼痛の原因部位でもあることから、運動器
疾患を中心とした筋・骨格系の痛みに対する治
療法として発展してきた。しかしながら、筋肉
由来の疼痛は、①痛みの原因となる筋肉と実
際に痛みを感じる場所が異なること、②血液検
査やX線検査などの一般的な検査では原因が
わからないことなどから見落とされやすく、慢
性化しやすい特徴がある。また、筋・筋膜性疼
痛症候群の患者の一部には、臨床症状として

認知症は、一度獲得した認知機能が日常生
活に支障が出るほどに低下した状態をいう。現
在国内にいる患者は230万人ともいわれ、今後
も高齢化がすすむ本邦では患者数の急速な増
加が予測されている。認知症にはもっともおよ
そ半数を占めるアルツハイマー型認知症のほ
かに、血管性認知症やレビー小体型認知症など
多くの原因があるが、その臨床症状は、認知機
能障害、行動・心理症状（BPSD）、神経・身体症
状に大別することができる。

認知機能障害とは記憶障害の他に、見当識
障害、実行機能障害、視空間認知機能障害、言
語機能の障害、注意機能障害、判断の障害など
の障害であり、いわゆる中核症状と呼ばれるも
のである。

また、BPSDは幻覚、妄想、易怒性、興奮、不安、
うつ、徘徊、睡眠障害など多岐にわたり、周辺
症状とよばれることもある。認知症の8割には
経過中BPSDの何らかの症状を呈し、患者本人
や介護者の負担を増し、施設入所の一因となる。

また、神経・身体症状には、麻痺、歩行障害、
嚥下障害、尿失禁などがふくまれ、血管性認知
症やレビー小体型認知症では、病初期からしば
しば認められ、生活機能を大きく損なう一因と
なる。従来、認知機能障害、BPSD、そして身体
症状に対しては、薬物療法やケアを中心とした
非薬物療法が行われてきた。

鍼治療は高齢者にとっても安全であり、また、
認知症の進行抑制、BPSDの改善、そして身体
機能の改善のいずれの面においても効果が報
告されていることから、今後認知症の非薬物療
法のなかで大きな役割を担うことが期待される。
たとえばADに対しては、進行抑制、意欲低下（ア
パシー）、うつ状態、いらいら感、易怒性の改善
効果が、またDLBに対しては、歩行障害、ふらつ
き、易転倒性、排尿コントロールなどの身体症
状の改善や、いらいら感、意欲低下、うつ、心気

主催 公益社団法人 日本鍼灸師会

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６０期 通算第７１０～７１１回学術講習会

講演中の水上勝義先生

第７１０回学術講習会
２０１１年２月２７日（日）     森ノ宮医療学園専門学校

◆老年医学

「認知症の症候と鍼灸の可能性」
筑波大学大学院人間総合科学研究科

精神病態医学 准教授  水上勝義 先生

◆鍼灸治療編

「肩背部の痛みとトリガーポイント鍼治療」
明治国際医療大学 鍼灸学部 臨床鍼灸学教室

伊藤 和憲 先生
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日常遭遇する肩関節疾患について、診断の
進め方を中心に解説し、後半はスポーツによる
外傷・障害を中心に症例を供覧する。

肩関節の疾患は骨折、脱臼をはじめとする
外傷によるもの、変形性肩関節症や腱板の変
性による断裂など、加齢とともに生じるもの、
腋窩神経麻痺や肩甲上神経麻痺などの神経由
来のもの、肩関節周囲炎などの原因不明のも
のなどの他に、炎症・腫瘍などさまざまなもの
がある。その中で、患者さんがどの疾患である
のかを考えていく場合、患者さんの訴えをもとに、
疾患の特徴を踏まえながら診断を進めていくこ
とが大切である。

たとえば「肩が挙がらない」という主訴で患者
さんが来院した場合、まず「肩が挙がらない」疾
患を「原因別」に理解しておかなければならない。
痛みで挙上できない場合は骨折や脱臼、ある
いは腱板断裂などの外傷性の疾患を考え、外
傷がない場合は石灰沈着性腱板炎や骨腫瘍な
ど炎症性疾患を考える。力を伝える腱板が断
裂しても挙上困難は生じるが、忘れがちなのは
頸椎の椎間板ヘルニアや腋窩神経麻痺など、
筋肉への神経伝達がうまくいかなくなっても肩
の挙上困難は生じることである。また、変形性
肩関節症や関節リウマチなど肩関節の変形によっ
て動きが失われる場合もあれば、未だに原因
のわからない肩関節周囲炎による拘縮が起こっ
ても関節の可動域は低下する。

「肩が挙がらない」患者さんを診るにも、少な
くともこれらの疾患を頭に入れた上で、外傷の
有無や痛みの有無、症状の発症時期、期間など
さらなる情報を患者さんから収集し、疾患を絞っ
ていく。それから可動域の測定などをはじめと
する理学所見を確認し、最終的にはレントゲン
やＭＲＩなどで診断を確定していく。

治療に対する考え方であるが、大切なことは
まず治療の目的を明確にすることである。たと
えば、肩の挙上困難の原因が腱板断裂だったと
する。一言で「腱板断裂」といっても正常な腱板
が外傷によって断裂する場合と、腱板の変性（加
齢による変化）が基盤にあって次第に断裂する
場合がある。腱板の解剖学的修復（手術）を考
えた場合、前者は可能であるが後者は不可能

講演中の伊藤和憲先生

過剰な発汗や唾液分泌などの自律神経機能障
害や、めまい・平衡機能の欠如・耳鳴などの固
有感覚の異常、さらには循環障害に伴う浮腫や
睡眠障害など多くの不定愁訴を訴えることが
知られており、トリガーポイントは単に筋・骨格
系の痛みの原因としてだけでなく、自律神経系
をはじめとした多くの症状に関与している可能
性が報告されている。このことから、トリガーポ
イント療法は筋・骨格系の痛みの治療法として
だけでなく、不定愁訴を含めた様々な症状への
効果が期待されている。

一方、患者が訴えている痛みがトリガーポイ
ント治療の適応であるかどうかは、疾患名から
では判断できない。そのため、治療に際しては、
患者が訴える痛みがどのような原因で起こって
いるのかを判断する必要がある。ちなみに、筋
肉の痛みは、①重だるく鈍い痛み、②痛みの場
所が明確でない、③動作に伴い痛みが変化す
るなどの特徴がある。

次に、患者が訴える痛みが筋肉の痛みであ
ると判明したら、トリガーポイントが何処の筋肉
にあるかを判断する必要がある。ただし、患者
が痛いと訴える位置情報は必ずしも正しいわ
けではない。そのため、「筋肉は短くなると痛く
なり、伸ばされると楽になる」という原理を利
用して、患者の姿勢や可動域から原因となる筋
肉を判断するとよい。

姿勢や可動域から原因となる筋肉が明確な
れば、次にその筋肉からトリガーポイントを探す。
その際、圧痛点を探すのではなく、索状硬結を
探す方が効率的である。そのため、まずは索状
硬結がよく見られる筋腱移行部や筋腹を中心
に触診し、索状硬結上にある圧痛部位を圧迫し
てみる。その際、普段感じている痛みが再現す
ればトリガーポイントと判断して治療を行う。

このように、トリ
ガーポイント治療
を実施するには、
いくつかのステッ
プがある。トリガー
ポイント治療は難
しいと思われがち
であるが、これら
のステップを確実
に行うことができ
れば、それほど筋
肉の痛み治療は難
しいものではない。

第７１１回学術講習会
２０１２年３月１３日（日）    森ノ宮医療学園専門学校

◆整形外科疾患

「肩関節疾患の診断と治療」
森ノ宮医療学園附属みどりの風クリニック

          整形外科  宮﨑 義雄 先生
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の鍼灸師のみならず、もっと大きな利福である。
また勤務ではなく開業鍼灸師が有機的に医療
機関と結合しているのは、既存の開業鍼灸師の
形とは異なる。

私は他科よりも産婦人科領域において、鍼灸
を取り入れた統合医療は先駆的に進むと考え
ている。他科のように、患者が西洋東洋の医学
を選択するのではなく、双方の医療を同時に受
け妊娠出産に至ることは、患者、医師、鍼灸師
全ての希望と合致している。それがこの三者を
結びつける絆であろう。実際に当院へ来院され
る医師、医師の家族は、産婦人科領域で最多数
を占めている。彼らでさえ、この領域に西洋医
学以外の何かを求めているのではあるまいか。

さて、平成１８年から産婦人科で鍼灸外来を
始めて以来、特に印象深い３人の患者がいる。
１人目は、あらゆる薬剤に卵巣が反応せず、卵
胞が全くできない３０才の女性であった。医師
も困り果てて、鍼灸に依頼してきた。ところが
鍼灸治療を開始して２周期目に、いきなり大量
の卵胞が発育し、通常のタイミング法で多胎妊
娠となった。その次に医師から依頼された患者
は２７才で、続発性不妊ではあったが、状態はまっ
たく前者と同様であった。医師は「同じ状態な
のだから、同じように効果が現れるかも」と依
頼して来たのだろう。おそらく非常に西洋医学
的な発想である。

ところで私は自分が行う治療が、西洋医学的
病態を同じくする複数の患者に同様の効果を
あげる治療法を常に意識している。科学とは、
つまり高確率で再現性を有することである。特に、
この２人目に対して同様の効果を上げることが、
鍼灸外来を始めて間もない頃、この外来継続
の明暗を分けるほどの大きなポイントである気
がした。そして１人目と同じ治療方法を選択し
てみた。すると治療開始後３ヶ月で、同じく急
速に卵胞の発育が始まり、またもや自然多胎妊
娠となった。この結果に医師が驚かれた事は言
うまでもない。この治療は、三陰交と陰陵泉、
陰陵泉と地機のパルス通電を前者は卵胞期に、
後者は排卵期に行うという方法であった。

さて、もう１人の印象的な患者は、血小板減
少症と無月経がある２５才の女性であった。数
年間の無月経も、出血自体が致命的であり生
理を起こせなかったのである。その後、血小板
数は徐々に改善しカウフマン法を試みたが、３
度の失敗を経て未だに無月経であった。

その患者に上記の治療法を根気よく施行し
たところ、体温が二層性となった。しかし高温
期が延々と続いて生理がこない。通常この状態

肩の機能改善における治療のポイントは、肩
の可動域訓練や腱板筋力訓練を行った後に、こ
れらを協調させて使うことができるようにする
ことである。肩は「手を使うために動くもの」で
あるので、肩の機能改善が「肩を動かす」ことだ
けが最終的な目的にならないように、手を使い
ながら肩の機能を改善させることが大切になる。

症例の供覧はスポーツ外傷・障害の中から、
鎖骨骨折、肩鎖関節脱臼、鎖骨遠位端骨折、前
方脱臼、ルースショルダー、関節唇損傷、リトルリー
グ肩を紹介する。

である場合が多い。完全なる腱板の修復が不
可能な場合は、それに変わる治療を考慮しな
ければならない。少なくとも元通りの肩の機能
を獲得できるわけではないので、それも患者さ
んに理解していただき治療を進めていく必要が
ある。つまり、修復が可能かどうかの判断とと
もに、修復が不能な場合でも何をゴールに治療
を進めていくかを明確にしなければならない。

近年、統合医療という言葉を耳にする機会が
増えている。それは鍼灸師が現代医療の世界
に入るときの謳い文句である。しかし実際に現
代医療の側に、そういった異質な医療に対する
受け入れ態勢が整っているとは言い難い。では、
なぜ私たちは、その垣根を越えて現代医療と
恊働できているのか。医師と信頼関係を築き、
医療の中で相当の地位を与えられることは、１人

講演中の宮﨑義雄先生

◆鍼灸治療編【共通】

「産婦人科における統合医療の実際」
～生理不順、不妊症から産後ケアまで～

医療法人ちばレディースクリニック 鍼灸外来担当

社会医療法人和交会 京都統合医療ｾﾝﾀｰ 鍼灸科部長

社団法人京都府鍼灸師会 学術部長

なかむら第二針療所 院長 中村 一德 先生
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も含めると９３％が好意的な回答となった。そ

の主訴は、腰等の筋肉痛が最も多く、ついで後

陣痛、乳汁分泌不全（お乳の出が悪い）、帝王切

開術後疼痛となっている。しかも受療者のほと

んどは鍼灸未経験であり、鍼灸入門の絶好の機

会である。こういった領域にも鍼灸は非常にユー

スフルであり、今後多くの産婦人科で鍼灸が参

加できれば、鍼灸の需要は拡大して行くことは

間違いない。

さらに平成２１年には、京都屈指の高度不妊

医療施設と提携した。院長には初対面で今まで

の実績をお話しして、納得いただいた上での提

携である。実際には、提携後にその施設から当

院へ来院された方は１８人。その逆は２３人に

のぼる。そして現在通院中の方を除けば、７１

％の方がご懐妊に至っている（最高齢４５才、妊

娠安定期まで確認）。これこそ提携による診療

情報の共有が、治療の正確さを向上させ、効果

を上げている結果と言えるだろう。

ところで、昨今問題になっている男性不妊に

も鍼灸が介入する余地は非常に大きい。精子

の検査は、非観血的であり顕微鏡で誰にでも簡

単に行える。よって産婦人科の性質上、治療法

の確立が後れ気味の男性不妊医療に、鍼灸がもっ

と関わっていけるはずである。この領域を扱わ

れるならば、そういった検査法を是非とも取り

入れていただきたい。

アペンディクスとして逆子（骨盤位）に関して

も述べたい。当院には沢山の逆子の患者が来

院されるが、当院では胎児心音と画像で逆子

の診察を行う。ところが妊婦検診で逆子と言わ

れても、鍼灸に来院されるまでには自然回転し

ている例が一定割合存在する。逆子治療を行

うなら、最低限の診察法を習得するべきであり、

更に可能なら、治療の精度を高め患者の納得

を得るために、エコーの導入をお勧めする。今

回はその診察法を動画解説する。こういったこ

とも、産婦人科で統合医療を開始して得られた

手法である。

このように、産婦人科領域における鍼灸の需

要と可能性は極めて大きく、鍼灸界全体の果実

として今後、正しく有益的に発展することを願っ

ている。そして統合医療を行うためには、相当

の学識を備えることと、診察と治療の精度を高

めることが必須である。来聴の方々が、新たな

領域を開拓される一助になればと願う。

は妊娠とみなされるが、もちろんこの患者の場

合はそうではない。黄体が退縮しないという奇

妙な無月経となる。そこで、血海と三陰交のパ

ルス通電を行い生理を見た。それを前述の治

療と組み合わせた方法を、カウフマン療法よろ

しく根気よく周期的に行い、そして教科書には

ないような無月経から、自律的な生理周期に回

復したのである。

私が行う鍼灸の周期療法は、このように実際

の様々な経験から必然的に発生したものである。

ここで私の中の「鍼灸は科学である」という自信

が確信へと変化した。東洋医学的な証ではなく、

西洋医学的な病理診断を正確に把握し、それ

にそって行われる治療が効果をあげ得ることは、

その他の膨大な症例から、もはや実証されたと

考えている。

実際には、もっと多くの鍼をし、通電の強さ、

施鍼の深さや向きを変え、複雑な病態である

ほど治療法は複雑に変化する。しかし、いろいろ

な生理不順、月経異常、子宮筋腫、内膜症、卵巣

過剰刺激症候群、その他様々な原因の不妊症に、

細分化された治療法を確立したいと考えている。

その後も、産婦人科において様々な病態の

患者の治療を行って５年を経過した。週に１度

の外来であるが、患者はその日に合わせて根

気よく通院してくれ、またそこから得られたも

のは測り知れない大きなものとなっている。

さて、平成１９年には医師からの提案で、産

褥婦向けの鍼灸治療を開始しようということに

なった。出産後に鍼灸の往療を希望する人に、

当院所属の女性鍼灸師が病棟で治療を行って

いる。出産直後の疲れた体には鍼がとても良い。

平成２２年末までの直近約２００人に対する

退院時のアンケートでは、鍼灸治療が「とても

良かった」と答えた人が５４％に及び、「良かった」

講演中の中村一德先生
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■大会２日目に「道・市民公開講座」を開催します。
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「北の大地で拓く鍼灸の真価」

～安心・安全・人に優しい医療～

・祝１０日（月     ）

第７回全国大会in北海道

会期・平成２３年１０月  ９日（日）

会場・札幌サンプラザ

学術講習会学術講習会
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。

第 ６ ０ 期   通 算  第 ７ １ 4 回   日 程 お よ び 講 習 内 容   

日時：7月24日(日) 13：00～16：15 会場：日本鍼灸会館
会費：会員・学生3,000円・一般3,500円

■スポーツ医学
「スポーツ傷害と膝関節疾患�」（仮題）

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
「スポーツ鍼灸の取り組みとその考え方」  

－標準予防策と鍼治療－
  呉竹学園東洋医学臨床研究所

所長 医学博士 古屋 英治 先生

第 ６ ０ 期   通 算  第 ７ １ ３ 回   日 程 お よ び 講 習 内 容   

日時：6月26日(日) 13：00～16：15 会場：日本鍼灸会館
会費：会員・学生3,000円・一般3,500円

■プライマリ・ケア
「日本人のためのがん予防法」

－エビデンスに基づく正しい知識－
国立がんセンター 予防研究部

部 長 津金 昌一郎 先生

■鍼灸治療編
「糖尿病は見逃されている」

－糖尿病の鑑別と治療 そして養生の指導法－
東京衛生学園  臨床教育専攻科

講 師 小川 卓良 先生

■東京会場：日本鍼灸会館（JR山手線「大塚」・地下鉄丸の内線「新大塚」から徒歩４分）
■平成２３年度日程（7月以降）が決まりましたら日鍼会ホームページの「講習会のお知らせ」に掲載します。

主催  公益社団法人 日本鍼灸師会

■『食と健康』
講師：北海道大学遺伝子制御研究所
免疫制御分野教授 西村孝司先生

■『食は夢の架け橋』
講師：料理研究家
星澤幸子先生 （札幌テレビ「どさんこワイド」出演）

第７回全国大会in北海道の概要・スケジュール・プログラムは
（公社）日本鍼灸師会ホームページをご覧下さい。
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東日本大震災で被災されました皆さまに心より

お見舞い申し上げます。

震災後、国内はもとより海外からもたくさんの支

援の手が差し伸べられています。そして、被災され

た方たちの復興への前向きな姿などを報道で知る

たび力強さに感動します。

命の尊さと日々のありがたさを感じつつ、けんこう

定期便からお伝えする今後のヒントをいただいたよ

うに思います。

もうすぐ全国が梅雨入りし、その後、電力消費のピー

クである夏が来ます。節電対策などは当たり前でしょ

うが、「いまできること、これからのために見直さなけ

ればならないことは何か」を考えて毎日を過ごすよ

うになりました。

別冊の日本鍼灸新報では義援金のお願いをし、

また、今後は被災地でのボランティア活動などを掲

載する予定ですが、明るく平和な日本が復活する

ことを強く信じています。                     （編集部）

発  行  者：相馬悦孝

発  行  所：(公社)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：株式会社  EVEN

無断掲載を禁ず

日本鍼灸師会のホームページにアクセスしてください。

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

ｗｗｗ.ｈａｒｉｋｙｕ.ｏｒ . ｊｐ
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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
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