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そうなんですか？それでも幼い頃、すでに大器

の片鱗をのぞかせていたと聞きましたが？

場所：レストランＲＥＡＬＩＳＴＡ（名古屋市）２０１１年７月２日（土）    

音に触れ、心も体も「ホッ」とひといき♪
～ヘッドホンを外して、カラダで感じて～

#################################

§伊藤美砂子（いとう みさこ）さんプロフィール§

　愛知県立芸術大学音楽学部器楽専攻を首席（桑原賞受賞）で卒業。同大学院修士課程首席で修了。

柳澤恵子、福井直俊、宇都宮淑子、ボト・レヘルの各氏に師事。日仏音楽協会フランス音楽コンク

－ル第 3 位。新進演奏家紹介コンサ－ト・オ－ディション優秀賞。大学院在学中より渡部真理氏と

Duo Cosmos を組み、演奏を重ねている。（1985 年ピアノ連弾名曲シリ－ズの一環として、兼田

敏「組曲Ⅰ・Ⅱ」をレコ－ディング他）リサイタル、コンチェルト、室内楽、名古屋二期会のピアニ

ストとして幅広く活動。現在、同朋高等学校音楽科、桜花学園大学非常勤講師。名古屋市在住。

ホッとするひととき――現代のストレス社会で

は、その瞬間を見つけるのは大変なことかもし

れません。それでも、そんな一瞬を感じていた

だきたい、心を解放して、リラックスしていた

だきたい・・・。その思いを叶えるため、今日

はクラシックピアニストとして幅広くご活躍し

ている伊藤美砂子さんをお招きして、音にまつ

わる楽しいお話を、たっぷり聞かせていただき

ました。

伊藤さんが話されるように、自然な音に触れて、

心も体も「ホッとするひととき」を見つけてい

ただけたら・・・この取材を企画した編集者と

しても、とてもうれしいです♪

本格的に始めたのは「高校の音楽科に進学して

から」・・・意外にも“遅咲き”のようですが？

♪ヤマハオルガン教室に入って、最初はオルガ 

　ンでした。小学生の頃は趣味程度だったんで 

　すけど、中学生になってから少しずつ本格的 

　なレッスンを受けるようになって・・・高校

　の「音楽科」を受験するように薦められまし

　た。そこに運良く合格したのが始まりでしょ

　うか？だから、普通に考えたら・・・やっぱ

　り遅いですよね ?!

♪高校に入ってからは、ピアノずくめの毎日・

　・・。そんなとき、当時の先生から「神田詩

　朗先生のリサイタルを一度聴いてみてはどう

　か」と言われたんです。「ピアノ科の私が、

　どうして歌のリサイタルを？」と、怪訝に思

　いながらも行きました・・・言われるままに。

　先生ですからね（笑）。でも、これがすばら

　しくって・・・歌のことはまるでわからなか

　ったけど、もう、感動で胸が震えちゃって・

　・・。心を揺さぶる演奏って言うんですか、

　生まれて初めてでした。神田先生との出会い

　は、私の音楽の原点なんです。

#################################

*********************************

はにかんだ笑顔を見せる伊藤さん。クラシッ

クピアニストといった近寄りがたい雰囲気もな

く、実に気さくな女性です。その後、ピアニス

トへの道を歩んでいく彼女。音楽人生を左右す

る転機が訪れたのは、そんな多感な高校生の頃

でした。

*********************************

♪そんな大器だなんて・・・。まだ歩けない頃

　の話で、童謡のレコードを聴かせると、父の

　膝の上で正確に拍子を取っていたらしいんで

　す。でも、これってプチ自慢なので・・・　

　恥ずかしいから、載せないでくださいね（笑）。

そういうターニングポイントのような経験っ

て、誰しもありますよね。それと、もうひとつ。

レコーディングの経験にも、大変驚かされたと

か？最新のレコーディング・スタジオって、医

学で言うと無菌室みたいな、コンピュータで言

うと、埃が一切入らない精密工場のような？ 



2 日本鍼灸師会のけんこう定期便 No.9
第 593 号

3日本鍼灸師会のけんこう定期便 No.9
第 593 号

♪そうですね。今は、間違えたら、どうにでも

　直せるんです。ＣＤっていうのは、ほぼ１００％

　に近いぐらいの完成度で、間違いが無いんだ

　と思います。だって、そんな風に作り直して

　あるんですから。でも、それって・・・やっ

　ぱり自然の音じゃないですよね？演奏会の時

　って、ミスもあるけど・・・「あ、この演奏

　者も人間なんだ。」っていう発見があったり

　して（笑）、自然な音楽だと思うんですよ。

♪オーケストラだと、ＣＤよりも、ホール全体

　が鳴っているような生の演奏会の方が感動す

　ると思います。それともうひとつ。演奏者も

　お客さんも、人間だから緊張しますよね ?!

　その“緊張”が、ライブって伝わるんですよ。

　始めは、お客さんも緊張して聴いているんで

　す。それがだんだん、演奏者もお客さんも気

ライブ＝生きた、本物の音ではなくて、要する

に作られた音ということですか？

*********************************

ＣＤで聴いたピアノ曲と同じ曲をコンサート会

場で聴くと・・・音はもちろん、いろんなこと

が違うと伊藤さん。だから彼女は「生の演奏に

触れて欲しい」と、クラシックコンサートの世

界に誘います。

*********************************

♪コンサート会場の音とＣＤは、全然違います！

　空気の振動が関係しているのかもしれません

　ね。でも、それ以上に、演奏者とお客さんと

　の一体感！そして、その高揚がより熱い演奏

　を導いてくれる臨場感！ＣＤの完璧さには敵

　わないですけど、そこには生の演奏ならでは

　の醍醐味がありますね。

大きなコンサートホールから小さなライブハウ

スまで、全然音が違うというか、やっぱり生の

迫力なんでしょうね。

お客さんの“乗り”というのは、演奏者にとっ

てありがたいものですか？例えば、スポーツの

試合の声援みたいに。

♪ええ、もちろん！もちろん！すごく乗せてく

　れて・・・ニコニコしながら拍手する姿を見

　ていると、こちらもどんどんリラックスして

　いける。ただ、逆もありますよ、もちろん。

　今日のお客さんは「なんか冷たいな～」みた

　いな時も（笑）。

演奏中に背中で“気”を感じる、なんていうこ

とはありますか？

♪私たちはピアノなので・・・横ですね。真横。

　真横で・・・うん、感じますね。歌とか、ソ

　ロの楽器の人は、まともにお客さんを見なが

　らなので・・・ちょっと大変そうですよね。

　その点、ピアニストは絶対に真正面を向けな

　いので（笑）、少し楽ですけど。

*********************************

*********************************

♪会場全体が一緒になって音楽に入り込んでい

　る時は、空気でわかります。息を止めるよう

　な緊張感さえ伝わってくる・・・と言ったら

　大げさかな？でも、息づかいまでもが、わか

　るような・・・そんな雰囲気です。 

♪近いかもしれないですね。とにかく自然とは

　対極の印象です。一度――プロフィールにも

　書かせていただいたんですけど――スタジオ

　でレコーディングしたことがあるんですね。

　驚きました。連弾のパートナーが演奏した録

　音をヘッドホンで聴いて、「それに合わせろ」

　って言うんですよ！・・・機械的に音を重ね

　るんです。音楽というのはその時、その時に

　よって、“間”とかいろいろ変わってくるの

　に・・・すごく苦労させられました。

お客さんの拍手が、一瞬遅れてやってくる・・・

そんな瞬間が最高だと言うのは？

　持ちが入ってきて・・・一体化していくみた

　いな。お客さんも楽しめるし、演奏者もリラ

　ックスして、そのまま最後、アンコールにい

　くみたいな。そういう楽しみがあるのも、生

　の演奏会ならではですね。

言葉ではない“気”で感じる場の雰囲気・・・

演奏者が聴衆の気（会場の雰囲気）を感じなが

ら一体化する時・・・至福の瞬間が訪れると言

います。
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その拍手が、時に笑いを誘うこともあるとか？

♪すぐに拍手ができないぐらい、演奏に感動し

　て・・・ちょっとしてから我にかえってパチ

　パチパチ・・・と。実は、その逆があるんで

　す。拍手しちゃいけないところで、拍手する

　とか（笑）。

曲の途中だったりとかですか？それは曲を知ら

ないってことなんでしょうね。

♪そうですね。ここは拍手しないで欲しいの

　に・・・拍手されると、ちょっとガクっとす

　るみたいな。例えば、第九とか年末に、よく

　やるじゃないですか。第九って、本当は最後

　の楽章まで拍手は要らないんですね。第四楽

　章までは拍手しないで欲しいのに・・・だい

　たい、一楽章、二楽章で入っちゃうんですよ

　ねぇ・・・最近はずいぶん少なくなりましたけど。

言われてみると、だいたい途中でしています　

ね・・・途中で拍手が入っている。

♪本当はして欲しくないんですけど・・・。そ

　れでも、何となく対応しちゃってますね・・・

　大人ですから、演奏者も（笑）。

*********************************

西洋音楽であるクラッシック。西洋人と日本人

の感性の違いは、服装などのファッション感覚

やその色彩感覚でもわかりますが、その音楽的

な感覚も・・・やっぱり違うようです。

*********************************

♪違うと思いますね。特に街全体に西洋音楽が

　あふれているみたいなところは・・・。クラ

　ッシックの原点である教会も多いですしね。

　日本とは全然違うな～と思います。バッハが

　教会で演奏してから、カラヤンがベルリンの

　

それぞれの国の気候風土が違うように、日本の

楽器と西洋の楽器もかなり違うと思うんですけ

ど・・・日本の楽器は管理が大変なようですね？

♪西洋の楽器って、割合どこででも音が出るよ

　うに合理的に出来ているんです。日本の楽器

　は、元々湿度の高い風土で作られているの　

　で・・・ニューヨークとかに持っていくとひ

　どく乾燥して、大変なことになってしまった

　って・・・本で読んだことがあります。ガー

　ゼを掛けて、その上にレタスを巻いて・・・

　湿度計と“にらめっこ”なんて楽器もあった

　らしいですよ！あっ、昔の話ですけどね（笑）。

*********************************

そのニューヨーク。大リーグの中継などでは、

選手がゲーム直前に音楽を聴いているシーンを

よく目にします。受験生も試験当日、緊張を和

らげるために音楽を聴くことが多いとか？音楽

のどこに、そんなチカラがあるのでしょう。

*********************************

♪スポーツされる方なんかは、試合の前に好き

　な音楽を聴いて・・・リラックスしているん

　じゃないかな？って思いますけど。

りラックスですか？逆に、士気を高める効果が

あると思っていましたが・・・。

♪やっぱり、リラックスできるっていうのが一

　番だと思います。脱力と言うか・・・何の世

　界でもそうじゃないですか。それに、野菜の

　栽培とかでも言いますよね。トマトの栽培に

　モーツァルトを聴かせると美味しくなるって。

確かに。鍼灸でも音楽、その人に合った音楽を

上手くアレンジしてあげると・・・場合によっ

ては鍼灸より良く効くかも（笑）。

♪わかる気がします。胎教に良い音楽とかもあ

　りますよね。特集したＣＤが、何枚も出てい

　ますよね。

♪演奏が終わると同時にブラボーがかかること

　もありますけど、それとは逆に、ほんの一

　瞬、“間”があってから拍手がくる時ですね。

　こういう時は、お客さんも一緒になって音楽

　に入り込んでいたことが多くて、その後どん

　どん拍手が大きくなっていく。まさに至福の

　瞬間です。

ホールで演奏する現代まで３００年位かかっ　

ているわけですよね。日本では、西洋音楽が　

輸入されてから、わずかな時間で、そこまで

来てしまった。本当は教会の響きとか、街の　

馬小屋でやった音楽会とか、そういう数多の　

経験を知らないといけないのに・・・。



4 日本鍼灸師会のけんこう定期便 No.9
第 593 号

5日本鍼灸師会のけんこう定期便 No.9
第 593 号

美空ひばりをよく聴く患者さんに、治療中、ひ

ばりさんの曲をかけてあげたりすると・・・不

思議と効果があったりします。

♪慣れ親しんだ、聴き流せる音楽がリラックス

　させてくれたんじゃないですか？そのリラッ

　クスした体で治療を受けたから、すばらしい

　効果が現れたんじゃないかと思いますね。

そうかもしれません。ところで、普段の音楽は？

ＢＧＭかなんかでクラシックを聴き流していた

りするわけですか？

♪普段は・・・あまりクラシックを聴きません。

　仕事上、どうしても聴き流すことができなく

　て、耳で追ってしまうんです。だから、勉強

　に必要な時以外、クラシックは聴きません。

　車で移動中は、ほとんどジャズですね！

ジャズ ?! ですか？意外ですね・・・どういっ

た感じの曲を聴かれるんでしょう？

♪ビル・エバンスとか、ケニーＧとか。有名な

　ジャズミュージシャンですよね。でも、これ

　って、私だけじゃないですかね？他のクラッ

　シックピアニストの方は違うと思いますよ　

　（笑）。

好き好きですから（笑）。好きと言えば、好き

な曲は弾きやすいものですか？反対に弾きづら

い曲ってありますか？ 

♪好き嫌いもあると思うんですけど・・・。リ

　スト（フランツ・リスト）なんかは、非常に

　華やかで、技巧を効かせるような曲が多いで

　すよね。私は、そんなリストよりもショパン

　に惹かれます。もちろん、個人の趣味で言っ

　てますけど。

「ピアノ＝ショパン」みたいなところ、ありま

すよね。

♪そうですね。ピアノの詩人と言われるだけあ

　って。楽譜どおり弾いても様にならないのが

　ショパンです。だから・・・ショパンを弾か

　せれば、ピアノの上手、下手がわかるんですよ！

それはいいことを教えていただきました（笑）。

どの世界にもありますが、テクニックがわかる

曲があるんですね。

最後に読者へのメッセージ・・・心に響く音、

こんなときに「この一曲」があれば、それも教

えてください。

♪クラシックで言うと・・・Ｇ線上のアリア、

　オペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ（マ

　スカーニ作曲）」の間奏曲、リベルタンゴ（ピ

　アソラ）、ピアノ協奏曲ト長調（ラヴェル作曲）

　の第二楽章・・・あ～っと、きりがないです！

いやはや（笑）。音楽に恋していらっしゃるん

ですね。よくわかりました。今日は、お忙しい

ところ、どうもありがとうございました。

♪こちらこそ、楽しかったです。ありがとうご

　ざいました！

#################################

普段、生活している中で聞こえるさまざまな

音・・・名前を呼ぶ家族の声、職場でのあいさ

つ、風や雨の音、調理をしながら聴くＣＤ音楽、

犬や鳥の鳴き声、車が往来する音など、私たち

の生活空間は音であふれています。懐かしい音

楽が聞こえれば一気に記憶が遡り、それはあた

かもタイムマシーンのようであり、また、私た

ちの会話は喜怒哀楽によって声色がかわり、さ

まざまな表情を見せてくれます。

音楽は、私たちの身近にあって、いろんな意味

で気持ちを解放してくれて、体もリラックスさ

せてくれて・・・健康に関しては本当にすばら

しい素材だと思います。音楽で心も体も「ホッ」

とひといき――このフレーズを胸に刻んでいた

だき、ストレスを感じたときには、ふっと思い

出して・・・音を楽しんでみてください♪

（インタビュアー：一見隆彦、秦 宗広、赤井康紀）

#################################
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社団法人福島県鍼灸師会は、地震発生の約

一週間後から避難所でのボランティア活動を始

め、原発事故により２，５００名を超える住民

の避難所となったビッグパレットふくしま（郡

山市）で、鍼灸治療やマッサージだけでなく、

介護予防運動指導のスキルを活かした巡回運動

指導も行いました。

ボランティア活動を開始した当初は、鍼灸治

療とマッサージのみを行っていましたが、毛布

1枚程度の狭いスペースで毎日小さくなって過

ごしている様子を見て、エコノミークラス症候

群や筋力低下が心配になりましたので、この予

防のため、介護予防運動指導を行ってはどうか

と考え、救護所の保健師に承諾を得て行うこと

になりました。

「いっしょに体を動かしてみませんか？」と

いう我々の呼びかけに対して、最初に反応され

たのは高齢の方々でしたが、実際に運動を始め

ると毛布をかぶって寝ていた若い方も周囲につ

られるように起き上がり、しばらくするとほぼ

全員が楽しそうに体を動かしていました。運動

後に「また来てね」「次はいつ来てくれるの？」

と声をかけて下さり、回を重ねるごとに運動を

楽しみに待っている方が増えていったのです。 

地震、原発事故による放射能汚染、避難所生活

など、避難住民が抱えるストレスは非常に大き

く、またストレスにさらされた心身が、急速に

固くこわばっていったことは、表情の変化や避

難所の雰囲気から感じとれました。そのような

状況にもかかわらず、運動中は「あぁ気持ちい

い」「楽になった」という声が自然に漏れ、ほ

ころぶ表情に私たちが元気づけられました。

避難所での運動指導は全く初めてのことであ

り、完全に手探り状態でのチャレンジでした。

介護予防運動指導員の知識・技能を身に付け、

日常的に高齢者の運動指導に携わっていたこと

は、このケア活動を遂行する上で、私たちにと

って必要不可欠なものだったと感じます。

また、この活動を通じて、運動が精神面に与

える良い影響も実感でき、私にとって、運動指

導の新たな意味を見いだすことができました。

笑顔がもどり、明るく

　運動を始めるとさきほどまでの様子が

一変し、曇り空のように暗かった避難所

の雰囲気がパッと明るくなりました。明

るい笑顔と大きなかけ声で賑やかになり、

皆イキイキとした動きを見せています。

体を動かすことで気持ちが明るくなるこ

とは分かっていましたが、避難中のみな

さんが積極的に運動に参加されるとは全

く考えていませんでした。

復興を願って・・・

　あの大地震から半年が経ちます。今後被

災地域では、さまざまな分野で復旧復興活

動が活発になっていくことでしょう。地域

医療や地域包括ケアという分野で、私たち

鍼灸師が鍼灸医療や介護予防運動指導の知

識と技能を活かして被災地に貢献し、より

よい復興が実現することを願っています。

[報告：(社 )福島県鍼灸師会　今泉洋平 ]

「復興を願って」 震災避難所での支援活動

― 介護予防運動指導員のスキルを活かして ―

会場内に設営されたテントで活動
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■日時：平成23年11月 23日　10：00～ 18：30

■会場：名古屋国際会議場

特別講演

　｢スポーツとバイオメカニクス ｣

中京大学スポーツ科学部教授  湯浅景元先生

教育講演

　「スポーツ障害における動作解析と鍼灸臨床」

（公社）日本鍼灸師会 副会長　小松秀人先生

＊その他、シンポジウム、一般口演等

プログラムは多くのオリンピック選手を指導

される中京大学教授・湯浅先生による特別講演

など盛りだくさんの内容です。

　今後、スポーツ愛好者に対するマネジメント

方法、スポーツ傷害に対する鍼灸治療の実際、

スポーツケア活動報告など、スポーツ分野での

専門性をさらに高めてまいりますが、全国各鍼

灸師会においても、市民マラソンなどのスポー

ツ現場で、多くの競技選手とスポーツ愛好者を

支援させていただく機会が増えることでしょう。

�

近年、行政や民間団体が健康増進のために、

スポーツや運動を推奨して積極的に取り入れて

います。競技場、運動施設、公園などで見かけ

る多くのスポーツ愛好者は、正しいコンディシ

ョニングで楽しく行っているでしょうか。

時代の変化に伴い、健康への価値観や意識

が高くなってきた人々のライフスタイルも変化

し、健康増進の一つとしてさまざまなスポーツ

の関心が高まっています。しかし、運動をする

人口が増えているなか、先日、サッカー元日本

代表選手が練習中に突然倒れて亡くなるという

悲しい知らせがありました。プロだけではなく、

スポーツ愛好者や少し運動をしている方にも、

こういったあらゆる病気やケガのリスクが潜ん

でいます。

　本フォーラムは、スポーツに関わっている

方々に鍼灸の良さと活用法を伝え、スポーツ障

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います。

公益的スポーツ関連事業を通じた国民の健康回復と保持増進

スポーツ分野に広まる鍼灸治療

予告
第２回臨床鍼灸スポーツフォーラム in 名古屋　
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　現代の日本人の死因

をみると、総じて３人

に１人はがんによって

命を落としています。

特に、働き盛りの世代

では、その半数はがん

で亡くなっています。

また、がんの統計をみ

ると、年を重ねるごと

にがんになる確率が高

くなり、２人に１人は、

一生に一度は何らかのがんを経験すると推定さ

れています。このように、がんになるというこ

とは人間の老化現象の一つと捉えられますし、

誰にでも起こり得る身近なことなのです。老い

を避けられる人がいないように、がんに絶対に

ならない術はありません。しかしながら、高い

確率で自分の身に起こり得るがんのような病気

を少しでも遠ざける方法があるとしたら、それ

を実行することの見返りは大きいのではないで

しょうか。

　これまでの研究から、生活習慣とがんとの間

には密接な関係があることがわかってきていま

す。生活習慣には、地域や民族による違いがあ

りますが、なりやすいがんの種類も、地域や民

族で異なります。また、生活習慣の時代による

推移や、移住による変化に伴い、なりやすいが

んの種類が移り変わることが知られています。

例えば、生活習慣の欧米化により、胃がんが減

り、大腸がん、乳がん、前立腺がんが増えるこ

とが観察されています。さらに、大勢の人の生

活習慣を調べて、長期にわたってがんの発生に

ついて追跡調査をすると（“コホート研究”と

称します）、生活習慣の違いにより、がんのな

第６０期 通算第７１３～７１４回学術講習会

主催 公益社団法人 日本鍼灸師会��後援�厚生労働省

第６０期 通算第７１３～７１４回学術講習会
鍼灸医学の研究と振興のために学術講習会を毎月行っています

津金昌一郎先生

◆プライマリ・ケア

「日本人のためのがん予防」
～エビデンスに基づく正しい知識～

国立がんセンター がん予防・検診研究センター

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

森ノ宮医療大学客員教授 　小川卓良 先生

糖尿病（ＤＭ）は、昨今のメタボ検診で脚光

を浴びてきたが、ＤＭは内科疾患であり、鍼灸

治療の対象ではないという認識を、国民のみな

らず鍼灸師も持っているのではないだろうか。

また、血糖値を下げる薬や血糖が急に上がらな

いようにする薬が開発され、鍼灸治療の出番が

無いように思われている鍼灸師も少なくないで

あろう。

　しかしながら、疲れきっている膵臓に鞭を入

れて働かせるものや、肝臓や小腸の障害を起こ

すような薬剤であって、しかも対症療法であり

本質的にＤＭを治すもので無く、かつ副作用も

強いので薬を飲めば解決するものでは決してな

い。事実、病期によっては服薬で血糖値を下げ

ることによって病態を悪化させ急死することも

珍しくない。

◆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

森ノ宮医療大学客員教授 　小川卓良 先生

りやすさが左右されることがわかってきまし

た。従って、生活習慣の改善でがんになる確率

を下げることは、十分現実的なことなのです。

平成１９年度に「がん対策基本法」という法

律が施行されました。その中で、国民の責務と

して、生活習慣・生活環境が健康に及ぼす影響

などに関する正しい知識を持ち、がんの予防に

必要な注意を払うよう努めることが求められて

います。しかしながら、生活習慣などと、がん

との関係など、がん予防に関わる情報は混沌と

しているのが現状ではないでしょうか？

　講演においては、日本人のエビデンスに主体

を置いた現状において、日本人に推奨できるが

んの予防法について、他の病気への影響も含め

て紹介致します。

第713回　　　　　2011年 6月 26日（日）

第713回　　　　　2011年 6月 26日（日）



8 日本鍼灸師会のけんこう定期便 No.9
第 593 号

9日本鍼灸師会のけんこう定期便 No.9
第 593 号

講演中の小川卓良先生

　実際問題、高血糖は単にＤＭのリスクであり、

高血糖自体が病気ではない。しかし、本来のリ

スクは高血糖ではなく、インスリン抵抗性と耐

糖能異常であって、この二つが治療対象である

から単に血糖値を下げたからといって本質的な

治療には繋がらない（血糖値が下がったら病気

が治ったと錯覚する）。

　また、鍼灸治療の現場では、手足の痛みな

ど筋骨格系の症状を呈する患者の中に多数の内

臓性あるいはＤＭ等の代謝性疾患が含まれてお

り、そのほとんどが見逃されている。それは、

専門分科している病医院でも同様である。また、

ＤＭは健診で簡単に診断が得られるので、患者

に病識があると思われがちだが、健診で行うの

は空腹時血糖値あるいはグリコヘモグロビンで

あり、それらが正常で食後高血糖があるＤＭ患

者（アジア人種ではＤＭ患者の４５％）の多く

は病医院においても見逃されているのである。

　本講演では、症例を交えて、鍼灸師ができる

鑑別・診断から治療、そして養生法までお話し

する予定です。

◆スポーツ医学

「膝関節の画像診断」
～スポーツ傷害から変形性膝関節症まで～

慶應義塾大学 看護医療学部 大学院健康マネジメント研究科　教授

医学部スポーツ医学総合センター(兼担 )　医学部整形外科 (兼担 )

大谷 俊郎 先生

運動器の画像診断は、ここ数年で大きく進歩

しました。その中核を成すのはＭＲＩの進歩で

す。今回は、私の専門である膝関節疾患を中心

に、画像診断についてお話しいたします。

膝関節に生じるさまざまな疾患において、病

態の正確な診断は正しい治療や再発予防の第一

歩です。患者さんの話を詳細に聞いて（問診）

外傷や障害の発生状況を把握し、そこから想定

される疾患をいくつか思い描いて（鑑別診断）、

実際に患者さんに触れて（診察、徒手検査）関

節の状態を診断するという手順自体は、今も昔

も何ら変わりありません。しかしながら、若い

アスリートに生じるスポーツ外傷から、中高年

の女性に好発する変形性膝関節症までの幅広い

年齢に生じるさまざまな疾患において、従来あ

くまで補助診断法であった画像診断が、近年の

MRI の進歩によって、もはや単なる補助診断法

とは呼べないほど重要な検査法になりました。

一例をあげれば、受傷直後の膝関節前十字靱

帯（ＡＣＬ）損傷急性期では、関節血腫や疼痛

のために患者さんの脱力が困難で、検査する医

師がどんなエキスパートであっても徒手検査で

関節の動揺性を正確に検出することは困難で

す。したがって診断の確定は、ＭＲＩで行われ

ることになります。

　また、近年その頻度が急増している骨粗鬆症

性不全骨折や、特発性あるいは二次性骨壊死も

膝関節に多発しますが、初期には単純Ｘ線写真

では診断不能で、ＭＲＩで初めて確定診断が可

能です。このような疾患は、診断が確定しない

と治療方針を誤りやすく、時には患者さんに不

適切な治療が行われたりする原因になります。

講演中の大谷俊郎先生

　今回は代表的な症例を供覧する形でそれぞれ

の疾患について解説しながら、特にその画像所

見についてお話しする予定です。

主な内容は次の通りです。

■スポーツ外傷・障害

症例１．アスリートの半月板損傷：復帰に失敗

　　　　した症例。

症例２．アスリートの半月板損傷：復帰に成功

　　　　した症例。

症例３．ＡＣＬ損傷

症例４．アスリートの外傷性不全骨折

第714回　　　　　2011年 7月 24日（日）
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症例５．アスリートの母指末節骨骨折

■その他の疾患

症例６．ＡＣＬムコイド変性症

症例７．ステロイド性多発性骨壊死症

症例８．滑膜軟骨腫症

症例９．骨粗鬆症性不全骨折（１）

症例１０．骨粗鬆症性不全骨折（２）

症例１１．ＭＲＩでも診断に難渋した症例症例

◆スポーツ医学編

「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

１．呉竹学園とスポーツ鍼灸
演者が所属する呉竹学園は、東京医療専門

学校（東京校）、呉竹鍼灸柔整専門学校（横

浜校）及び呉竹医療専門学校（大宮校）の３

校体制で、専門性の高い鍼灸師の養成を担っ

ています。なかでも東京医療専門学校は国体

セーリング競技への参画を機に、１９９８年

から本格的にスポーツ鍼灸の取り組みを始め

ました。引き続きトライアスロン競技への支

援、ラクロス競技でのトレーナー業務へとつ

ながり、２００６年に呉竹学園附属施術所に

スポーツ鍼灸外来を設置するようになりまし

た。これが発展して２００７年には呉竹学園

東洋医学臨床研究所が開設され、スポーツ鍼

灸専門外来、トレーナー帯同、トレーニング

指導といった、選手を支える組織として本格

的に始動しました。

教育機関に求められる『スポーツ鍼灸』は

治療の効果はもちろんのこと、安全な鍼灸治

療を提供するための基礎知識と実践です。本

学園から輩出される鍼灸師がスポーツの現場

で活躍するためには、競技スポーツの環境を

も熟知し、チーム医療が提供できる人材でな

ければなりません。

２. 『Conditioning acupuncture』
鍼灸治療はスポーツ活動に伴って発生した

傷害、特に痛みの治療に用いられてきました。

しかし、傷害からの復帰には時間がかかり、

競技の質が低下することは明らかです。私た

ちが提案するスポーツ鍼灸はコンディショニ

ングのひとつとして鍼灸治療や鍼灸刺激を利

用するもので、言いかえれば、スポーツ傷害

の発生を防ぐことを目的としています。コン

ディショニングの時期によってその目的が変

わりますが、『治未病』こそが Conditioning 

acupuncture と言えます。即ちトレーニング

や試合で疲れた体を鍼灸治療で回復させ、ス

ポーツ活動を円滑に行えるようにするといっ

た内容です。したがってケガにつながる小さ

なサインを見つけ出し、それを早期に治療し

ます。この結果として大きなケガの予防につ

なげていきたいと考えています。

しかし、鍼灸治療は万能ではありません。

選手が希望することのすべてをかなえること

はできません。鍼灸治療で「できること」と「で

きないこと」を明確にして、鍼灸治療を受け

ることで二次的に得られる付加価値を選手に

示し、選手に対するトレーナビリティー（教

育する）の向上を目指しています。

スポーツ領域に鍼灸治療を導入する基本と

してクリティカルパスをご紹介します。選手

が訴える症状からその原因を探り出し、鍼灸

治療の適応を鑑別して、インフォームドコン

セントを実施します。さらにアウトカムの設

定、その評価としてバリアンス分析を行うこ

とで徹底した安全管理、ホスピタリティーの

向上を目指す総合的な手法です。

３．標準予防策と鍼灸治療
　我が国の鍼治療の特徴のひとつに「押し手」

があります。押し手は刺鍼動作、手技の実施さ

らに抜去に欠かせないもので、鍼灸治療の基本

となる補瀉とも密接に関係しており、我が国の

鍼治療の根幹をなしてきた方法といえます。こ

の押し手を維持するうえでも日本の鍼治療が衛

生的に行われていることをアピールする必要が

あります。鍼灸治療は、鍼灸医療
4 4 4 4

といわれる

ように、安全管理として医療水準の感染防御

の知識と実践が求められています。標準予防

策については『鍼灸医療安全ガイドライン（鍼

灸安全性委員会編２００７）』に詳しく紹介さ

れています。

標準予防策の基本は手洗いであり、流水洗浄

と擦式消毒の組み合わせは広く推奨されていま

す。アルコールとの接触時間は３０秒以上で、

擦り込むことで消毒効果を発揮します。今回、

この方法を再確認することにします。

　標準予防策は「目に見える、見えないにかか

第714回　　　　　2011年 7月 24日（日）
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わらず血液や体液が付着している可能性がある

場合には手袋を着用する」であり、患者から病

気をうつされないことに細心の注意を払わなけ

ればなりません。　

鍼治療は、鍼の刺入抜去により身体に微細な

傷をつけていることは明白です。したがって、

押し手は患者の血液や体液に触れる可能性が強

く、感染の危険性が高い行為です。鍼灸医療安

全ガイドラインでは「指サック」の使用を推奨

しました。さらに最近は指サックから手袋（グ

ローブ）の着用へと移行し始めました。指サッ

クより着用に対する抵抗感が薄く、利用者の反

応も良好のようです。使いやすいのはプルポッ

プ式の未滅菌の手袋ですが、例え未滅菌であっ

ても適切に着用し、消毒を行うことでより安全

な鍼治療が実現します。

４.セーリング選手と腰痛
スポーツ選手を対象とした鍼灸治療は、傷害の

治療から傷害の予防へと進化してきました。コン

ディショニングのひとつとして鍼灸治療を位置づ

けると、トレーニングや試合で疲れた体を癒し、

大きな傷害は別としても、スポーツ活動で発生し

た軽度疼痛の緩和を通してコンディション調整が

可能です。スポーツ鍼灸では痛みの悪循環を改善

して治療機転に結びつけています。

競技スポーツにおいて、選手やスポーツに関

わる方々に鍼治療をわかりやすく説明するには

局所治療が最適です。軸索反射による血行促進

作用は、痛みの緩和に有効です。競技現場にお

いて鍼治療の刺激量の設定は、できる限り弱刺

激として、『強いひびき』を感じさせる治療は

原則禁止です。選手の持っている自然治癒力を

導き出すことにします。さらに皮膚接触鍼は、

スポーツ選手への鍼治療に欠くことができない

手技のひとつです。

　セーリング選手はその動きの特徴から、他の

競技選手と同様に腰痛の発生が多いようです。

皮膚接触鍼は、痛みや違和感が存在する筋肉と、

同一神経支配の皮膚領域に出現するトリハダ・

発汗・冷えといった交感神経緊張症状の改善を

目的として行います。皮膚接触鍼は、結果的に

交感神経を抑制し、痛みの悪循環を断ち切るこ

とができます。刺激の終了の目安は、皮膚がサ

ラサラになる、柔らかくなる、皮膚がほんのり

赤くなる等の変化が出れば、選手はきっと、『こ

れでいける』といったモードに入っていくこと

ができます。皮膚の状態を観察しながらの刺激

は、まさに選手の状態に合わせたテーラーメー

ドな治療といえます。補瀉の原理にもつながる

これらの刺激方法は、効果とともに安全性の面

からも是非活用したいものです。

講演中の古屋英治先生

５．まとめ
スポーツ分野での鍼灸治療は標準予防策を実

践することが、他の鍼灸師との差別化の第一歩

です。また、鍼治療が原因となるようなパフォ

ーマンスの低下は、すべてのシーンで厳禁です。

競技現場での対応は局所治療と浅刺、皮膚接触

鍼が有効です。大きなけがの治療を担うより、

小さな不具合（疲労）を見つけ出し、大きなけ

がを引き起こす前に処置をするといった『治未

病』に専念することが大切です。

また、スポーツ鍼灸の考え方はスポーツシー

ンだけにとどまらず、その対象は高齢者を含め

たすべての人々になります。なぜなら高齢者は

日常生活のすべてがスポーツに匹敵するような

活動になるからです。臨床の成果を上げるため

には体の動きを知り、スポーツ鍼灸の実践を心

がけることが必要と考えます。

（以上、講習会抄録を掲載）

　日本鍼灸師会ホームページには、現在１９の都府県鍼灸師会（岡山、埼玉、大阪、山梨、宮城、

東京、静岡、長崎、愛媛、広島、和歌山、福井、福島、山口、秋田、富山、新潟、千葉、栃木）が行っ

ている、市民健康フェスティバルでの健康相談や、市民マラソンなどに参加されるランナーの

皆さんの、ケガ予防に対するケア活動などをお知らせしています。詳細は各団体の事務所にお

問い合わせください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日本鍼灸師会広報普及委員会）

日本鍼灸師会ホームページの「都道府県鍼灸師会公益活動」をご覧ください
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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
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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

東日本大震災の影響で大規模停電の起こりう
る厳しい夏となり、それに輪をかけるように、
観測史上最高気温を更新する暑い日がつづきま
した。そのような中、各企業、各家庭でエアコ
ン２８℃設定や、照明の間引きなどの「節電努
力」という目標を持ち、実行したことによって
大規模停電は回避できたのでしょう。
最近の日本は、「誰かがやるから、わたしは

いいや」とか、「別に僕だけ頑張っても、何も
変わらないでしょ」とか、個人主義な方が増え
てきています。しかし、今回の未曾有の大震災

によって一人ひとりが節電などの努力をしたこ
とで、大規模停電もなく厳しい夏を乗り切れま
した。日本がひとつになる・・・あたり前のこ
とですが、その「あたり前」を実感することが
できた夏だったと思います。
今年の夏は、日本人スポーツ選手の活躍が目

立ちましたが、これも「目標」に向かって努力
した成果でしょう。「節電努力」・・・この気持
ちを途切らすことなく、季節の変わり目に注意
して秋、冬と迎えていきたいですね。

（編集担当委員）
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