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（社）全日本鍼灸学会 第28回中部支部学術集会の概要 
 
集会テーマ：神秘から当然へ、可能性から現実へ 

~鍼灸刺激は人体に何を発現させるのか~ 
 
会 期：平成22年8月29日（日）10：00 ~ 16：30（9：30受付開始） 
 
会 場：静岡県コンベンションアーツセンター／愛称：グランシップ 

 メイン会場 ９１０会議室 
       〒422-8005 静岡県静岡市駿河区池田79－4  
             電話番号054-203-5710 
 
支 部 長：津田昌樹 
 
学術集会長：山田鑑照 
 
実行委員長：矢田真樹 
 
参 加 費：会 員 3,500円 一般 4,000円  

学生会員   ,700円    一般学生 1,700円 
 

 弁 当 1,000円（お茶付き） 
 
懇 親 会：静岡駅北口 ホテルアソシア1階パーゴラ 17：15~ 

    会費 3,600円 
 

 
演 題： 
特別講演１ 「スポーツ鍼灸の研究と教育・臨床への応用」 

  明治国際医療大学 鍼灸学教室 教授 片山 憲史 
 
特別講演２ 「うつ状態・うつ病への鍼灸治療」 
                                   いずみ医院 
                         東海医療学園専門学校 非常勤講師 岩泉 瑠實子 
 
特別講演３ 「スポーツにおける肩関節、肘関節障害の診断と治療 

             日本鋼管病院スポーツ整形外科・リハビリテーション科 
                部長 渡邊 幹彦  
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会場のご案内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

パチンコ店アウディ静岡

　橋梁工事のため
　平成24年3月まで
　全面通行止め
〔車両･歩行者とも〕

学術集会会場は、９１０です。 
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学術集会ご参加のみなさまへ 
 
受付 
・受付はグランシップ9階にて行います。 
・参加者は、必ず受付でお渡しするネームカードを付けて下さい。 
・お帰りの際は、ネームカードを受付へ返却して下さい。 
 
駐車場について 
・グランシップの駐車場をご利用ください。 

当日は他の催し物（ガンダムの展示）もあり混雑が予想されます。お早めにご来場さ 
れるか、公共交通機関のご利用もご検討ください。 

 
質問について 
・演者への質問は挙手の上、司会者の指示に従って所属と氏名を明らかにして、マイクを 
ご使用ください。 

・進行は司会者に一任させていただきます。 
 
携帯電話について 
・会場内での携帯電話はマナーモードにするか電源をお切り下さい。 
 
スタッフについて 
・本学術集会のスタッフは、水色のネームカードを付けていますので、お困りの際は遠慮 
なくお尋ね下さい。 

 
当集会は（社）全日本鍼灸学会認定研修に指定されています。 
 
【認定制度 認定得点・受付について】 
５点の参加点が取得できます。 
会員カード（ICカード）または従来の紙カード等、で申告していただく方式を予定して 
おります。 
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プログラム 

 
10：00            開 会 
                   開会の挨拶 

（社）全日本鍼灸学会中部支部新支部長 津田 昌樹 
 
10：10~11：40 特別講演１ 

「スポーツ鍼灸の研究と教育・臨床への応用」 
明治国際医療大学 鍼灸学教室 教授 片山 憲史 

司会：矢田 真樹（実行委員長、静岡県鍼灸学術研究会会長） 
 
11：40~13：00 休憩 
 
13：00~14：30 特別講演２ 
                  「うつ状態・うつ病への鍼灸治療」 

 いずみ医院 
 東海医療学園専門学校 非常勤講師 岩泉 瑠實子 
司会：木内 実（実行副委員長、静岡県鍼灸学術研究会副会長） 

 
14：30~14：40 休憩 
 
14：40~16：10 特別講演３ 
                  「スポーツにおける肩関節、肘関節障害の診断と治療 

                  日本鋼管病院スポーツ整形外科・リハビリテーション科  
部長 渡邊 幹彦 

司会：杉山 誠一（東海医療学園専門学校校長） 
 
17：15~         懇親会 
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特別講演１

「スポーツ鍼灸の研究と教育・臨床への応用」 

 
明治国際医療大学 健康・予防鍼灸学教室 片山憲史 

 
要 旨： 
スポーツ鍼灸とは、各分野における鍼灸の１つであり、主にスポーツ医学分野の臨床・

教育・研究を言う。以前は、このような鍼灸の枠組みは無かったが、1970年代後半に本学

名誉教授の森和先生が提唱されて以来、内科、外科、整形外科、脳外科、泌尿器科、婦人

科、歯科などの西洋医学の診療各科に対応する鍼灸や健康、加齢期、産業、最近では美容

分野の鍼灸など徐々に専門領域の臨床や教育、研究が体系的に成されるようになってきた。 
近年、国体やインターハイをはじめ、各地で開催されている種々のスポーツ大会で鍼施

術が活発に行われている。スポーツ鍼灸ではスポーツ傷害の治療以外にも予防を目的とし

た施術や筋痛や筋疲労、体調や精神不安など、投薬や注射、手術療法を必要とする前段階

（未病）のコンディショニングとして最も効果が期待できる。例えば陸上選手の多くは筋

肉の張り、身体のきれが悪い、集中できないなど身体的・精神的に非常に小さな症状に対

して神経質である。これらの愁訴への対応は一般に医師が苦手とし、逆に鍼灸はこのよう

に、選手にとって痒いところに手が届く様な施術を得意とする。競技選手にとって痛みや

疲労をすみやかに緩和することは、パフォーマンスを維持し、高めていく上で重要であり、

その要求も多い。しかし、痛みは生体からの警告信号でもあり、受傷直後の応急処置が必

要な時期に鍼灸のみの対応やリコンディショニング（機能回復訓練）の指導も無しに鎮痛

のみに終始した鍼灸施術を継続すると、次第によりグレードの高い病態に移行して行く可

能性があるので十分な考慮の上、施行していく必要がある。筋痛や筋疲労に対する鍼灸の

エビデンスも次第に明らかにされ、スポーツ医学における有効性が少しずつ認められるよ

うになってきた。

1984年からスポーツ鍼灸の研究に携わることになり、四半世紀以上が経過する。今回、

本学におけるスポーツ鍼灸への取り組みとして最近の研究と教育・臨床への応用を中心に

紹介、さらに実技供覧を含め概説する。
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プロフィール 
 
片山 憲史（かたやまけんじ） 
 
明治国際医療大学 鍼灸学部  
健康・予防鍼灸学教室 教授 
大学院 鍼灸学研究科 教授 

略 歴

明治鍼灸短期大学卒業、同専攻科修了、明治鍼灸大学教員養成施設修了、京都府立医科

大学 整形外科学教室 研究生・研修員、明治鍼灸大学助手・講師・助教授・准教授を経

て、平成21年より現職

研究業績

「リハビリテーション医療」金芳堂、「スポーツ東洋療法ハンドブック」医道の日本社、

「スポーツ鍼治療マニュアル」南江堂など著書9編、「スポーツ医学における未病」医学の

あゆみ、「運動習慣と加齢による遅発性筋痛の発生パターンに関する磁気共鳴画像による検

討」明治鍼灸医学など論文82編

研究内容

筋疲労・筋痛に対する鍼灸施術効果の検討、スポーツ傷害に対する鍼灸施術効果の検討

（治療・予防・コンディショニング）など
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特別講演２

「うつ状態・うつ病への鍼灸治療」

いずみ医院

東海医療学園専門学校講師 岩泉 瑠實子

昨今のストレス社会を反映して「うつ状態、うつ病」が年代を問わず日本人に多くみら

れるようになってきている。

もともと、日本人には真面目で働き者、融通が利かない、人に頼まれると嫌といえず自己

犠牲的にふるまってしまう、人からの評価が気になる、几帳面でいいかげんに流せない、

やることは徹底的にやってしまう、常識やルールを大切にするなどの特性をもつメランコ

リー親和型の性格者が多いことから、15人に1人くらいは人生に一度「うつ状態やうつ病」

にかかるといわれている。・・・厚生労働白書平成17年度版

これだけうつ状態やうつ病が蔓延していると、鍼灸院にも患者さんたちの中に「うつ状態

やうつ病」に罹患している人たちも来院することが見られるようになってきた。

また、精神科での「服薬治療だけではなかなか回復していかないうつ状態やうつ病」が来

院してくるケースなどもある中で、そのような患者さんたちに対して鍼灸師として具体的

にどのように対応していけばいいのか?とまどう場合も多い。

うつ状態やうつ病の場合、精神症状に加えて、身体症状も大きな要因を占めている。

その点がうつ治療における鍼灸治療のアプローチの大きな手がかりでもある。

そして、そこがまた、精神科医や心理士たちとは大きく異なる治療方法、すなわち「身体

を整えることでこころの状態を回復へと導いていく」という東洋医学の基本を踏まえた治

療方法であると考えられる。

精神科医や臨床心理士たちの間でも「うつは一筋縄ではいかない!!」ということが定説と

なっていることから、今回は当院に来院した患者さんたちへどのように具体的な対応や治

療をしてきたか?という臨床体験を中心に報告してみたい。
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当鍼灸治療室に来院した「うつ状態・うつ病」のかたち

《自己申告によるもの》

心療内科や精神科で「うつ病」と診断され、抗うつ剤を服薬中であるということを自ら

申告してくれたもの

《仮面うつ病と考えられたもの》

うつ病がベースになっているが、精神症状よりも腰痛や不眠、頭痛、頭重などの身体症

状を中心に訴えてくる。

鍼灸院にはこのタイプのうつが多いが、本人的には精神症状への気づきが少なく、初診

では一般身体病と混同されやすいので、治療の中で見分けることが必要とされたもの。

《うつ状態やうつ病を併発しやすい身体疾患を有していたり薬剤由来と見られるもの》

脳血管障害、認知症、粘液水腫やバセドー氏病などの内分泌疾患、更年期障害などのホ

ルモン異常、降圧剤を服用していた者の一部、ステロイド剤の長期服用者、C 型肝炎など

インターフェロンの服用者、抗癌剤の服用や癌治療中のものなど患者が基礎的に持ってい

る疾患や服用中の薬剤がうつ状態やうつ病をひきおこしやすかったというものがあった。

《癌や難治性の疾患由来のもの》

さまざまな癌や難病に罹患し、専門医療機関で治療中に発症したものなど。

《薬物由来からでは?と考えられたもの》

服薬中の薬の中に気分が落ち込むような成分が含まれていることを医師から告げられて

いたもの。(一部の降圧剤、ステロイド剤の長期服用、C型肝炎へのインターフェロン服用

など)

《抗うつ剤の服薬だけではなかなか治らなかったもの》

長い間、あちこちの医療機関で受けたうつ治療に充分な満足が得られなかったり、要求

水準に達した治療に出会っていないと感じていたり、専門医の治療に満足していなかった

りなど、さまざまな理由で鍼灸治療も受診している。

しかし、うつに罹患している理由が脳内の神経伝達物質の不足だけではないと思われるケ

ースのほうが多く、いわゆる「慢性・難治性のうつ」や「非定型性のうつ」と思われるケ

ースのほうが多い傾向にあった。

また、抗うつ剤の服用に抵抗を示し、なんとか鍼灸治療のように薬を使わないで元気にし

てほしいと期待して来院するケースもあった。

○ 不登校やひきこもりなど社会的に不適応な状態を訴えるが、困って連れてくるのはた

いてい家族であって、本人的には治療に対して抵抗性を持っていて(べつにどこも悪く

ないと言い張るなど)、鍼灸治療によって社会的不適応状態が改善していくことは少な
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かった。

しかし、肩こりや腰痛などの身体症状に関しては多少の改善が見られることも多く、

はたから見るといつも家の中にいて何の苦労も無いようにみえるが、実際的には緊張

や自信の喪失、今後への不安が身体へ表現されていることが多かった。

○ 一人親に養育されているもの

昨今の離婚率の増加に伴い、親が離婚した後父親や母親どちらか一人に養育されて

いるもの。

小学生、中学生、高校生、専門学校生、社会人など人生の前半を生きている年代に

みられた。

子供の場合は経済上の理由から充分な養育が困難になっているケース、離婚による

「見捨てられ不安」からきていると考えられたもの。

○ 周囲の意向や状況に過剰に適応しなければならないと思い込んでいたもの

○ 会社や学校などで「いい人やいい子」を演じすぎてくたびれてしまったもの

○ 理想希求がつよいもの

完全主義者に多く、なんでも完璧にやりとげることを願うが、現実的にはそんな状

態についていけない自分が認められず、うつ状態やうつ病にとらわれてしまったも

の。

○ コミュニケーション力の低下から由来していたと考えられるもの

元々、対人関係が苦手な部分があって、進学、入社、転勤、退職など環境の変化に

伴う人間関係の変化についていけず、気分がおちこんでしまったもの。

○他の精神疾患や人格障害などを有していると考えられたもの。

もともと、統合失調症などの精神疾患やさまざまな人格障害をもっていることで、人

間関係上でのストレスを受けやすかったり、ストレス対応がうまくできなかったり、

環境への適応性が乏しかったり、経済状況が厳しかったりする中で、慢性的に落ち込

んでしまうもの。

主にどんな症状を訴えたか?

《身体症状としては以下の症状を訴えた》

○ 筋緊張症状

肩こり、腰痛、頚痛、頭痛、各種の関節痛

○ 全身倦怠感や身体疲労感

とにかく疲れがとれない、身体が思うように動かない、身体がいうことをきかない。

○ 消化器症状

食欲不振、悪心、嘔吐、胃が重苦しい、食べても美味しくない、固形物が嫌だ、限ら

れたものしか食べられない。
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○ 呼吸器症状

息切れ、呼吸困難(息の仕方が気になってうまくできない、過呼吸)、咳き込み、喘息、

から咳き、風邪がなかなか治らない。

○ 循環器症状

動悸、胸苦しい、頻脈、徐脈、低血圧

○ 自律神経症状

発汗、眩暈、ふらつき、皮膚感覚異

○ 内分泌機能異常症状

生理不順、インポテンス

○ 整容作用が乏しくなる

あまり身なりを構わなくなったり、シャンプーや歯磨き、洗顔を怠るようになる。

《精神症状としては以下のような症状を訴えた》

○ 抑うつ気分

元気が出ない、外出がおっくう、やる気が出ない、周囲に迷惑をかけるので死んだほ

うがまし、こんなに働けないので、すっかり貧乏になってしまい、このままでは生き

ていけない、こんな病気になったのはすべて自分が悪いなどほとんどの意識が自分に

向けられているなど。

○ 睡眠障害(入眠障害、熟眠障害、早朝覚醒など)

○ 不安や孤独感

○ イライラする、感情がコントロールできない。

怒りが抑えられない、人前でもすぐに涙が出てしまうなど。

○ もの覚えが悪くなった。

○ 暗記したり記憶を保持したりできなくなったように感じる。

○ 自信がない→自傷行為になったり、ひきこもってしまったりする。

○ 外出したり、人と会うことがおっくうである。

○ 発作的に自殺を考えたり、実行したりする。

○ 人が多くいると怖くなる。

○ 電車に乗れない。

○ 狭い空間にいると息苦しく感じる。

○ 新しい環境に順応できないように思う。

○ 社会化することが怖い。

○ 大人になりたくない(このまま子供のままでいたい)。

○ 緊張場面にいたくない(学校、会社、病院、飛行機、修学旅行や運動会などの行事)。

○ 責任を伴うことには気が向かない。

○ 家事や仕事に対しておっくうな気分が続く。
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鍼灸臨床では具体的にどのように対応してきたか?

うつ状態やうつ病に罹患している患者さんたちはさまざまな身体症状と気持ちをもって

日々来院し、治療者は患者さんそれぞれが多様に訴える身体症状と精神症状の緩和を目的

として治療にあたってきている。

《身体面へのアプローチ》

うつ状態やうつ病の患者への具体的な身体的ケアーは当院ではスタッフのそれぞれがも

つさまざまな東洋医学的な治療方針(中医学的な考え方、経絡治療的な考え方、脈診重視の

考え方、症状中心の現代医学的な考え方など)で治療にあたっている。

ただ、うつ状態やうつ病の患者さんに対し、身体的な治療として下記の治療が奏功する

ことがあった。

○ 「心身の緊張の緩和」を目的とした体幹部への治療

○ 督脈の治療 (脊柱直上への刺鍼や施灸など)

○ 頭頚部への治療

刺 絡

うつ症状を訴える患者の頭部や頚部を詳細に診ると於血部分や細絡などが見受けられ

ることが多いが、そのようにうっ血している部分に刺絡を施すと頭がスッキリしたとい

う感覚や重苦しい気分が少しよいと感じたり、直接的に効くような感じがしたというも

のもいた。

刺絡した結果出血した血液はどす黒く、ドロドロした状態であることが多かった。

天柱・風池の通電治療

分界項線周辺の違和感や重苦しさを訴えるものも多いことから天柱や風池への通電治

療は多くのケースに効果的だと感じている。

ただ、過去に2例ほど、通電中に全身的な痙攣を引き起こされてしまったことがあり、

注意を要する。

一例は通常の治療では鍼通電治療を受けても身体的なトラブルはなかったので、本人

の了解後、天柱・風池の鍼通電治療を行ったところ、5分くらい経った頃から顎関節に

チック様の痙攣が始まった。あわてて通電を止め、すべての刺していた鍼も抜いて安静

にしてもらっていたところ15分くらいで痙攣は治まった。気分の不調もなかったので帰

宅してもらったが、当日も翌日も特に身体的な変化はみられなかったようである。その

後は「鍼治療が怖くなった」という理由で治療中断となってしまった。

もう一例も天柱・風池の鍼通電治療が始まって5～6分経た頃から10秒に1回くらい

の間隔で体幹部の痙攣が始まった。同間隔で眼球のひきつりも確認されたので、すぐに

通電を止め、抜鍼して30分ほど安静仰臥してもらい様子をみていたが身体的、精神的に

特に変化はなかったので、そのまま帰宅してもらった。
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その後もうつ治療は続けているが、天柱・風池への鍼通電治療は中止している。

頭頚部以外の鍼通電治療での痙攣の誘発は過去には無かった。

頭部への施灸

於血の診られる部分や違和感を覚える部分に直接焼灼灸をしているが、その際、髪の

毛が焼けてしまわないよう留意している。また、皮膚が焼かれる寸前で止めるやり方の

ほうが痛みをあまり伴わないので好評であった。

接触鍼による頭部への刺激

うつ治療の民間療法のひとつに頭部全体を金の棒で擦るという方法があり、愛好者の

中では盛況を極めているが、当院では小児用の接触鍼(金メッキとステンレス製の 鍼)

を用いて頭部全体を擦ったり軽く押したり、撫ぜたりすることで治療している。

○ 顔面の治療

眼球周辺のつぼへの刺鍼

眼球周辺のつぼに置鍼する。

抜鍼後、パルスのリズムに合わせて自分で眼球周辺のつぼをタッピングしてもらう。

穴(晴明・攅竹・陽白・糸竹空・瞳子 ・四白)

眼球運動

心理学の世界で10年ほど前からＥＭＤＲ(eye )という「タッピング法」と「眼球運

動」を組み合わせたボデーワークが用いられてきている。一定の公式に則り、音刺激

と共に眼球を上下左右に動かしながら暗示的な言語刺激を加えて症状を改善していく

方法である。

開発された当時は画期的な発明として話題をよび、現在もトラウマの消去や神経症

の治療、一部の疼痛管理などに用いられている。

うつ状態やうつ病の患者はもとより、ストレス関連疾患の患者のほとんどに眼の動

きのわるいことや眼の輝きが失われていることから、眼球運動がスムースにいかない

ことは精神的なストレスの身体表現のひとつとして認識されている。

また、逆に眼球の動きを良くしてみると、精神的にも改善されていくことも確認さ

れている。

当院では鍼通電で用いているパルス器のリズムを用いて、脈拍とほぼ同じ速さで上

下左右の眼球運動を3分～5分程度自ら行ってもらっている。

その際「もうすっかり痛みが消えている」とか「気分がとてもよくなっている」など

のフレーズを「暗示的な刺激語」として頭の中で繰り返してもらったほうが、より効

果が期待できている

体位はふらつきや眩暈の誘発を避けることから仰臥位をとっている。
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○ 胸骨へのタッピング

胸骨へ自分の手指で軽くタッピングしてもらう。

心拍数と同じにしたパルス器のリズムに合わせて3分～5分間程度おこなう。

○ 症状に合わせた五要穴、五行穴の治療に加えて手指の爪甲根部に糸状灸を加える。

○ 脊椎両側への温灸

○ 丁寧に身体に直接的に手をかけていくことを心がける。

鍼治療は金属を介したコミュニケーションだが、直接的に皮膚と皮膚が触れ合う関係

は「安堵感」や「ホッとする感覚」「やすらぎ」「暖かさ」などを誘い、治療効果が期

待できる。

○ TMSセオリー変法

怒りの感情をコントロールするために 9 つの部位を順次タッピングしていく方法でア

メリカで開発された方法である。

実際的に用いているうちに「鎮痛効果や精神安定効果」も期待できることがわかり、

現在患者の痛みや感情のコントロールに用いている。

自分の目的とするフレーズをつくり、頭の中でそのフレーズを繰り返したり、実際に

言葉で言いながら各つぼを7回から9回ずつ手の指先でつぼをタッピングしていく。

セットアップ 圧痛部位を自分でもむ。

または空手チョップでコートを軽くたたく。

タッピング部位

1百会 2 攅竹 3瞳子 4承泣 5水溝 6承漿(あごの窪み) 7天突

8極泉(腋下)

3回ほど繰り返す。気分が落ち着いたら終了。

《精神面へのアプローチ》

○ しっかりと病歴を聴く。

精神面への気づきが薄い「仮面うつ病」が多く来院しやすいことから、まずは現在の

状態に行き着いた経過を注意深く聞いていく。

仮面うつ病と一般身体病との鑑別ポイント

・ 薬物治療効果への抵抗性の有無

いろいろな薬を飲んでいてもなかなか症状に変化がない。

(睡眠薬の効かない不眠や鎮痛剤の効かない痛み、解熱剤の効かない微熱、なかな

か治らない風邪症状、寝ても寝ても取れない疲れなどがあるかどうか?)

・ 鍼灸治療効果への抵抗性の有無

いくら治療してもなかなか症状が改善していかないとか、なかなか痛みがとれない

ということがあるかどうか?

・ うつ状態になりやすい疾患に罹患していたり、薬を服用しているか否か。

・ 症状の発生状況と主観的な原因

どうしてこのような症状が発現したのか? その頃、何か環境の変化やストレスや

過労が無かったか？ 現在の状況はどうなのか？ 発症の原因を自分ではどのよ
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うに考えているのか?

・ 発症後の経過と医療機関の受診状況

症状の発現に伴って、あちこちドクターショッピングを繰り返していないか？ 治

療者との関係作りに失敗をしていないか? 症状の経過はどのようになっていった

か? (あの先生はこんなふうによくなかった云々などとあちこちの病院や治療院

を転々とするなど)

・ 客観的ストレスと主観的ストレスのくい違いがあるか否か

ふつうだと言いながらオーバーワークを自覚していないなど。

・ 顔の表情や目の動きや話し方に違和感が無いか

能面のように表情筋があまり動かないとか目に光が無い、眼球があまり動かない、

精彩に欠けるなどの様子が見受けられるか否か。

・ 過去にうつ病や他の精神疾患の罹患歴があったか否か

・ 現在、落ち込みや不安を感じているか否か

・ いつも体調に不安や不満を感じていて、なかなか改善していかない状態が続いてい

るか否か

・ 怒りの感情を我慢しすぎているか否か

(怒りを我慢しすぎるとうつ状態になりやすい)

・ パーソナリティーにストレス耐性があるか否か

・ 我慢強いほうか否か

(あまり我慢してしまうタイプはうつになりやすい)

・ 自分の気持ちを言葉でうまく表現できるか否か

(ストレスを言葉で上手に表現することが苦手な人は身体にストレスを持ち込みや

すい)

○ 回復への保証

うつ状態やうつ病は「必ず治る」という保証をする。

(うつ状態に陥ると、自信を失い、今後の生活や人生全般にわたっての不安が強くなる

ので、とにかく少しずつでも回復していくことを伝える)

○ 「つらさ」の受容と共感をこころがける

合理的な判断や分析よりも身体的な苦しさや感情面に配慮したかかわり方が望ましい

(なぜ、そうなったのか? 理由や状況を分析して対処法を考えることよりも、当初はと

にかく動けないつらさや苦しみに関してコメントせずに徹底的に聴く姿勢をもつほう

がいい。つい鍼灸学的に分析して、身体がこうだからこうなったなどと伝えて、現況

の苦しみに対して自らコメントしてしまうケースもあるが、当初のうつ治療に際して

はあまり得策ではないように思われる)

○ 患者の語る「物語り」に鍼灸師自身の経験や想いでコメントしない

○ 丁寧に手やこころをかけていく

うつ状態やうつ病に罹患してしまう人たちの多くは「自己愛」が傷ついていたり、自

己愛が充分に満たされていない人たちが多いので、丁寧に対応し、鍼灸治療家として

充分に身体のケアーにあたる。不適応な部分を指摘するよりは、その人のよい部分を
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見つけ、褒めることで早期の回復に繋がっていく(完全主義者に対しては努力家なんで

すねと褒めるなどがよい方法である)

○ 虐待があったケースには鍼治療は慎重におこなう

身体的精神的に攻撃を受けてきたものの中には身体の中に尖った金属が進入してくる

方法は恐怖感をつのり、症状が悪化することもあるので、無理に勧めない。

むしろ温灸やマッサージなどの方法がお勧めである

治療というかたちでも身体に触れられることを極端に恐怖する症例もあった。

※うつ治療は長い期間かかることが多く、患者、治療者共にあせってしまうことが多いが、

治療者としては「治すというよりは一緒につきあっていく」という姿勢が大切であると思

う。

少しずつ回復してきたら

○ 順調希求姿勢に気づかせる。

○ うつ気質のプラス面とマイナス面の認識をもってもらう。

○ 「治る」という自己イメージの修正 調子のいいことが「治る」ということではな

い。

○ 気分の変調との上手なつきあいかたを一緒に探していく。

○ 物事の観点やものの見方を少し変えて考えてみることを提案していく。

なぜうつ状態やうつ病に鍼灸治療が効くのか?・・・・私見

○ 安定剤効果があるのでは?

○ 安心感と信頼感の回復

○ 心身一如・・・身体的な快刺激は脳の活性化を促し、精神面の活性化に繋がっていく。

○ 鍼灸治療の「場」が意味をもつ。

医師との連携や精神科領域の医療機関への紹介上の留意点

《医師との連携》

鍼灸治療を希望して来院する患者さんたちのほとんどは既に心療内科か精神科を受診し

ていることが多いが、うつ状態やうつ病にはさまざまなケースがあり、それぞれ個別に対

応している。

・・・・・既に専門医療機関を受診している場合・・・・・

○ 患者さんの中には抗うつ剤を既に服薬中であって、身体症状の改善を目的として来院

することもある。その場合は通常の身体疾患治療と同様、敢えて精神科医師に対して

鍼灸治療をしているとの連絡はしていない。ただ、患者の一部には鍼灸治療を始めた
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のですぐにでも薬の量を減らせると考え、自分で勝手に安定剤や入眠剤を止めてしま

う人もいるので、薬のことは勝手に飲んだり止めたりせずに、必ず医師の指示に従っ

てほしいということを充分に伝えている。以前、患者が鍼灸治療をやり始めたという

ことで勝手に薬を減らしてしまい、うつ症状が悪化してしまった例もあったので、慎

重に対応している。

○ うつ状態やうつ病の患者たちがもちやすい症状(睡眠障害、慢性的疲労感、胸部の重苦

しさなど)に関してはVASを用い、10段階で評価するなど数字でスケール化して改善の

目安としている。

(早朝覚醒9→7 早朝の気分2→5 食欲3→6 など 胸苦しさ8→5など)

症状が改善してきたら、その旨を医師に伝え、薬の増減を相談してほしいと伝えてい

る。

実際に、鍼灸治療を続けていると、気分の安定や不安の軽減、頭重感、食欲増進、睡

眠障害の改善などの項目の点数に改善が見られることが多い。

○ 昨今、鍼灸治療がマスコミなどで数多く報道されることで、かなり一般化してきてい

るものの、精神科医師の間ではまだ「うつ状態やうつ病」に関して鍼灸治療で効果が

見られるという理解は少ないことが現状である。アメリカ精神医学会や WHO でも鍼治

療はうつ病に対して効果がみられるという見解もあり、当治療室でも改善がみられる

ケースがあることから、まずは身体治療から始めてみることをお勧めしたい。

・・・・まだ専門医療機関を受診していない場合・・・・・

《専門医療機関への紹介》

○ 軽度の「うつ状態」の場合にはそれぞれの症状に合わせた鍼灸治療で改善していくケ

ースも多いが、仮面うつ病やうつ病と感じられるものに関しては医療機関への紹介を

している。その場合、以下の点に留意している

・ 患者に直接｢うつ病の可能性があるので、精神科を受診して欲しい｣とは言わないこ

とを心がけている・・・・・患者は自分が精神病扱いされたと誤解して鍼灸治療上

必要な信頼関係が破綻してしまう危険性があり、次に再診する気持ちが薄くなりや

すい。

・ 本人には直接話さず、家族に連絡して同様のことを伝えることもひとつの選択肢だ

が、家族内でもさまざまな問題を有していることもあるので、まずは本人が最も信

頼している「かかりつけ医」に現在の体調不良や気分の不調について相談してみる

ことを勧めている。

・ その後、「かかりつけ医」にこちらから電話で連絡し、鍼灸師の○○ですがと名乗

り、患者の状況と症状を説明して「先生のご判断の下で、よろしかったら専門医療

機関を直接本人にご紹介していただけませんでしょうか?」ともちかけてみる。

・・・・・自殺への配慮・・・・・

うつ病の患者さんとつきあっていく中で一番留意しなければならないことは「自殺防止」

である。近年、自殺者は交通事故による死亡者と同数の3 万人以上といわれ、その中の5

割～7 割程度はうつ病による自殺者であろうと言われている。実際、うつ治療にあたって
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いるとあまりの苦しさに死にたいと訴えられることも多い。

うつ病に罹患すると、さまざまな妄想が支配する。

「自分は無価値なもので、このままではみんなに迷惑をかけるので死んだほうがまし

だ・・・・罪業妄想」とか「頭も身体も働けないので生活できず、お金はすぐに使い果た

すに違いない。これからはどうして生きて行けばいいのだろう?・・・・貧困妄想」はその

代表的なものだが、いずれも死と直結するので、配慮しなければならない。

○ 死にたいと言われたら

・ まず、治療者自身が動揺しない

実際、治療者は内心は驚くが、そのように動揺した態度を見せると患者は頼りにし

ている治療者の動揺を敏感に察知して一層不安が高まることが多い。

基本的には「死にたいほど苦しんでいるのですね」とかえし、その苦しみをひたす

ら聴いていく。

・ 「死にたい!」と言われたときでもとにかく身体的なケアーはしたほうがよいこと

が多かった。実際的には、「本当に死にたい人」は治療には来ず、自殺してしまう

ことが多い。治療院に来て「死にたい」と訴える人は「死ぬほどつらいから、とに

かく自分を助けて欲しい」という気持ちや「この治療者は本当に苦しい自分を支え

ることができるのだろうか?」という「お試し行動」としてのかたちか「孤独感」

で受診してくる人がほとんどであった。

・ 治療に来たときに「死にたい!」と言われた場合、治療後、通院している精神科に

連絡し、受診するように勧める。そのとき、できれば家族か知人が一緒についてい

ってもらえるとなお安全である。付き添い者が誰もいない場合には診療時間が終わ

るまで待てるか?と聞き、治療者の時間が出来た時点で一緒に医療機関までついて

いってあげることが親切且つ安全である。

・ 死にたい気持ちを「ダメだよ!!」と叱責したり「そんなことをしたら家族が悲しむ

よ」などと説諭することは逆効果となりやすい。

「どうして死にたいのか?」という質問も得策ではない。なぜならうつ病は考えが

まとまらなかったり考える事ができなくなることが代表的な症状の一つなので、答

える事ができないことで自信を失っていくと考えられているからである。

・ 「死にたい」気持ちを患者の話す範囲でひたすら聴くことに徹する。「なんでそん

なふうに思うのか?」などと訊いたり、根掘り葉掘り質問することは避ける。

・ 診療中に電話で｢死にたい｣と言われたり、「今、ビルの屋上にいる」などと訴えら

れることもある。その場合は「とにかく話を聴くから死ぬのは待って欲しい」と懇

願し、都合のつく時間に治療院に訪れるよう約束する。うつ病の人たちは比較的義

理堅くたいていは来院してくれるので、顔を見せてくれたらまずは身体治療に加え

て充分に話を聴いていく。

○ 自殺未遂や自傷をしたと言われたら

自傷の部位を見せられた場合、まずは「患部の消毒」である。縫う必要があれば近く

の外科に連れて行く。縫う必要が無い場合は消毒用アルコールで患部を消毒し、傷薬

を塗ってガーゼや絆創膏で保護する。苦しい状況を受け止めてから「やはり心配だか

ら、専門家に相談してみることも考えてみては?」ともちかける。治療者自身の不安か
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ら充分に話を聴かないうちに紹介すると患者の気持ちの中に「厄介払いされた」とい

う感情がのこってしまい、その後の治療関係がうまくいかないこともあるので慎重に

対応していくほうが望ましい。

○ 自殺の好発時期は「なりはじめ」と「回復期」

経過を充分に聞いておかないと、タイミングで患者の死に遭遇してしまうこともある

ので、様子や状況には常に気をくばっている。以前、ある鍼灸師がうつ病の治療を引

き受けていたが、「大分良くなってきたね～」と患者共々喜んで帰る途中で自殺されて

しまった例があった。

○ 死への本能をもつ症例もあった
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プロフィール

岩泉 瑠實子（いわいずみ るみこ） 
 

 日本女子大学 大学院 児童心理学専攻過程卒業 
 ＮＨＫ学園専攻科 心理学系講師、湘南医療福祉専門学校講師などを経て 

    
    現在

医療法人社団 洋光会 副理事長 
鍼灸師・臨床心理士 
東海医療専門学校非常勤講師 
介護保健施設「ほのぼの」副施設長 
横浜市教育委員会 嘱託職員（スクールカウンセラー） 
横浜市教育委員会 教員研修講師 
創学館高校 スクールカウンセラー 
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特別講演３ 
 

「上肢のスポーツ障害の診断と治療」 

―肩・肘のスポーツ障害を中心に― 

 

日本鋼管病院 リハビリテーション科部長 渡邊 幹彦 
 

① 肩関節：肩のスポーツ障害は投球障害肩に代表される。投球障害肩は大きく分けて肩

峰下滑液包病変（以下滑液包病変）と肩甲上腕関節内（以下関節内病変）の病変、そ

れ以外に分けられる。肩峰下滑液包の病変は投球過多や加齢、不良投球フォームなど

を原因とした二次的変化が主である。一方、関節内病変はSLAP損傷（関節唇の損傷）

も含め、信原の提唱した腱板疎部損傷（不安定型）と同じ病態と考える。これら関節

安定化機構の解剖学的破綻に対しては、レベルに応じて修復が必要である。SLAP 修

復は関節唇の縫着とSGHL（上関節上腕靭帯）/MGHL（中関節上腕靭帯） の再緊張

による関節安定化の再獲得であり、特に前上方の修復が必要不可欠である。関節内イ

ンピンジメント（インターナルインピンジメント）は、不安定症を放置した結果と考

えられ、選手生命を脅かす障害となりうる。投球障害肩の治療には保存的治療があら

ゆる病態に対して優先される。以前から腱板機能訓練が中心に行なわれてきたが、肩

甲帯、前腕を含めた上肢全体から、体幹、下肢までのアプローチが投球障害肩の治療

では必要である。不良投球フォームに対する矯正プログラムも有効で、特に肩峰下滑

液包の病変に対しては効果がある。一方、インターナルインピンジメントに対しては

ほとんど効果なく、外科的治療を選択されるケースが多い。治療成績は保存的治療に

て復帰可能だった選手は全野球選手の約 50％であり、特に滑液包病変に対しては約

80％の選手が復帰可能であった。一方、関節内病変では約70％は保存的治療では復帰

を果たせず、レベルダウンを余儀なくされた。手術を受けた選手の75％がスポーツ復

帰可能であった。 
② 肘関節：肘関節のスポーツ障害は肘関節の内側、外側、後方に分けられ、年齢によっ

ても障害の起こる場所が変わってくる。ジュニア選手で問題になるのは内側型の野球

肘より、外側の離断性骨軟骨炎である。早期発見が重要であり、現在では超音波検査

などで診断される。しかし、肘のスポーツ障害で最も重要なのは内側側副靭帯損傷の

治療である。外科的治療でなくても復帰できるケースがある一方、内側側副靭帯の機

能不全に伴なう肘頭の疲労骨折などもあり、治療方法に悩む場合も多い。 
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プロフィール

渡邊 幹彦（わたなべ みきひこ）

誕生日：1960年11月29日  
 
日本鋼管病院 スポーツ整形外科・リハビリテーション科部長 
昭和大学整形外科 兼任講師 
 
略歴

1987年 香川医大卒業 
昭和大学整形外科 入局 

1994年 昭和大学整形外科 助手 
1996年 日本鋼管病院 整形外科 
2003年 日本鋼管病院 スポーツ整形外科 部長 
2008年 日本鋼管病院 リハビリテーション科部長 

昭和大学整形外科 兼任講師 
  

日本整形外科学会 専門医 
日本リハビリテーション医学会 専門医 
日本整形外科スポーツ医学会 評議員 
日本臨床スポーツ医学会 評議員 
日本肘関節学会 評議員 
よこはまスポーツ整形外科フォーラム 幹事 
神奈川上肢の外科の会 世話人 
日体協公認スポーツドクター 
日本野球連盟医科学部会 部会長 
NPB（日本プロ野球機構）医事委員 
2000年シドニー五輪、2004年アテネ五輪 野球日本代表チーム チームドクター
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ＭＥＭＯ

第２８回（社）全日本鍼灸学会中部支部集会 
— 役員名簿 — 

中部支部長 津田昌樹 
学術集会長 山田鑑照 
実行委員長 矢田真樹 
副実行委員長 木内 実 山本 聖 
実行委員 中村友和 内田晴子 池田千津子 溝口 穣 松本和久 匂坂恵里 

深沢明美 太田一郎 井上貴美子 岡村雅子 小林浩子 桐山千代 
白井雅人 木村博吉 長谷川香代 臼井明宏 村松夏子 加藤由衣 
堀部吉隆 水野浩一 


