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発刊にあたって 
 

                                      所長 伊藤 政勝 

 
 障がい者制度改革の大きな流れの中で、昨年、国会で審議されていた障

害者基本法が改正され、８月に公布・施行されており、障がいのある児童

生徒を取り巻く教育の状況も変容してきております。この法改正を受けて

文部科学省をはじめとした関係省庁では、具体的な施策へ反映させるため

の検討が進められております。中でも、障がいのある児童生徒の教育に関

しては、文部科学省中央教育審議会の特別支援教育の在り方に関する特別

委員会に、合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループを設けて検討が

なされ、合理的配慮等の定義などが示された報告がなされました。  
 そのような状況において、特別支援学校では、インクルーシブ教育制度

の構築に向けて、教員がより一層専門性を発揮することが求められており、

理療師を養成する本校には、理療教育にかかる専門性を高める取り組みが

求められているところです。  
 本研究紀要は、理療研修センターにおいて、今年度１年間に取り組んだ

研修講座の状況や臨床に関する研究などの成果をまとめており、理療教育

に関する専門性の向上にその役割を果たす一助になればと考えております。 
 今年度の研修講座は、センターを会場として 18 講座、道内５地域で実施

する研修講座を併せて 23 講座を開講し、道内外の著名な講師を招へいする

などして内容の充実に努めております。また、個々の研究報告では、所員

一人一人が症例に基づく研究テーマを設定し、患者への治療の効果や課題

などをまとめ、理療教育の改善、充実、臨床技術等の向上を目的とした研

究を進めています。さらに、今回は、当センターの嘱託医が勤務する病院

から全面的な協力を得て、嘱託医の指導による毎月の研修会を実施すると

ともに、パーキンソン病患者の上肢機能へのマッサージが及ぼす効果につ

いての研究報告も掲載しております。  
 当センターでは、これからも、視覚に障がいのある理療従事者が自己を

磨き、資質を高めていくことに役立てていただけるよう、ニーズの高い研

修内容を提供することはもとより、地方へ出向く研修講座の充実を図るな

ど、運営の工夫や改善に努めるとともに、臨床研修を踏まえたより実践的

な研究にも積極的に取り組んで参りたいと考えております。  
 皆さまには、本研究紀要をご一読いただき、是非、ご批正をいただきま

すようお願いしますとともに、当センター各事業の積極的な活用を通して、

理療師としての知識や技能を自ら開発し、力量を高めていただきますこと

をお願いいたします。  
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１ 研修事業 

 

 理療科教員・理療従事者を対象に、理療に関する専門的な知識・技術を

習得するための研修を計画的・継続的に行った。      

 

（１）研修講座 

 ア 基礎講座 

 外部講師を招いて、「枕外来」について取り上げた。また、センター指

導員が行った講座は、「上肢の機能解剖」、「姿勢の観察と評価」という

診察に必要な基礎的な内容を取り上げた。 

 北海道マラソンボランティアマッサージでは、119 名のランナーに対して

施術した。 

 受講者は、ボランティアマッサージの施術者が増加したため、昨年度よ

り４名増加した。 

 イ 臨床講座Ⅰ 

 外部講師を招いて、「脊椎・脊髄疾患の診断と治療」、「ロコモティブ

シンドローム」について取り上げた。また、センター指導員が行った講座

は、「トリガーポイント療法」を取り上げた。昨年度より、24 名少なく、

大幅に減少した。台風の影響や関係団体の行事が重なったためと思われる。 

 ウ 臨床講座Ⅱ 

 外部講師を招いて、「アレルギー疾患の診断と治療」、「自律神経失調

症の診断と治療」など理療師が日常接する機会の多いテーマを取り上げた。

昨年度より９名減少した。 

 エ 東洋医学講座 

 道外から講師を招いて、「経絡ストレッチの実際」、「中医学の基礎と

臨床」を取り上げた。また、センター指導員が行った講座では、鍼灸の研

究の紹介や症例研修会、新経穴部位など、今までになかったテーマを取り

上げ、受講者から良い評価を受けた。昨年度より 13 名減少した。 

 オ 地域研修講座 

 「トリガーポイント療法」を共通のテーマとし、道内５カ所（帯広・北

見・白老・小樽・深川）で開催した。加えて十勝三療研修会では「脊柱復

元法」をテーマとして取り上げた。講座が１回増えたことにより、昨年度

に比べて 13 名増加した。 

 カ 理療研修講座 

 道外から講師を招いて、「頭痛の診察と理療治療」、「ディープティシ

ュー・マッサージ」を取り上げた。昨年度より５名減少した。 

 キ 医学研修講座 

 外部講師を招いて、「認知症」、「総合診療」、「臓器移植」、「形成

外科」を取り上げた。昨年度より 10 名増加した。 

 

 平成 23 年度は、24 講座（地域研修講座５カ所および十勝三療研修会を含

む）を開催し、延べ 499 名が受講した。 

 センターで実施した講座の受講者は、１講座平均 20.3 名（昨年度 22.3
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名）、地域研修講座を加えた全体では 20.7 名（昨年度 22.7 名）と減少し

ている。 

 （資料１ 講座別受講者数、 資料２ 平成 23 年度 研修講座実施状況） 

 センター指導員が講師を務めた講座において、受講者へのアンケート調

査を行っている。「大変良かった」と「おおむね良かった」を合わせると 

98.3%となり、良い評価を得た。 

 

（２）臨床研究講座（自主研修） 

 理療従事者が一定期間、臨床実習における技術の習得や機器の使用法、

新たな症例についての検討など、指導員の指導のもと、個別のテーマに基

づく研究・研修を実施する臨床研究講座は、受講希望がなかった。 

 

２ 研究事業 

 

 臨床研修を通して症例研究、理療関係の学術的調査・研究を行った。 

 22 年度と同様に症例報告をホームページへの掲載などを通して発表する

予定である。 

 

（１）臨床研修 

 ア 研修テーマ 

 22 年度と同様に 23 年度も各自の研修テーマの他に運動器疾患を共通の

テーマとした。今後の課題としては、運動器疾患以外の研修テーマに関し

て、それぞれのテーマに合致した患者の振り分けがあげられる。 

  指導員・学部教員の研修テーマ 

  紺野：運動器疾患、アレルギー疾患 

  柴﨑：運動器疾患、内科疾患 

  中島：運動器疾患、神経系疾患 

  中西：運動器疾患、自律神経疾患 

  古川：運動器疾患、婦人科疾患 

  篠澤（学部）：運動器疾患、スポーツ傷害 

 イ 症例検討会 

 28 回実施した。初診・再診患者についての情報交換や臨床環境をよりよ

いものにするための意見交換、インシデントの全体周知と対応策の検討な

どの協議の場としている。 

 ウ 患者数 

 ３月末日現在、臨床日数は 231 日である。延べ患者数は 1,803 名、日平

均 7.8 名である。（22 年度は、臨床日数 228 日、延べ患者数 1,811 名、日

平均 7.9 名）（資料３ 平成 23 年度 臨床研修患者数） 

 エ 学部教員の臨床研修 

 今年度は１名の学部の教員が週２回、年間を通して臨床研修を行った。 

（３月末日現在、延べ 50 名） 

 オ インシデント 

 ３月末までに 21 件のインシデントが報告された。（昨年度同時期で 20
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件）内訳は、治療前のものは、予約の不手際３件、治療中のものは、鍼の

落下２件、内出血・血腫４件、鍼の抜き忘れ１件、その他 11 件（遠赤外線

の不具合、片付けの際の鍼刺し事故、せんねん灸の落下２件、施灸中の患

者の体動、刺鍼中の患者の体動、ホットパックの破損など）である。 

 インシデントレポートのこれまでの報告数は、19 年度 15 件、20 年度は 1

3 件、21 年度は 43 件、22 年度は 20 件となっている。22 年度と今年度は報

告数が減っているが、これは、所員のインシデント予防の意識が高まって

いる結果だと思われる。今後も報告に至らないと各人が考えるような細か

な事項も報告することが、インシデントの予防策を考えるために必要なこ

とと思われる。 

 

（２）調査研究・症例研究 

 指導員個々の研修テーマに沿った臨床研修をとおして得た成果をまとめ

る症例研究を行った。 

 また、理療研修として、北祐会神経内科病院の医師の指導のもと、同病

院において、神経難病患者に対するマッサージ施術を中心としたリハビリ

テーションの研修を、６月から 11 月までの６ヶ月間に 12 回（昨年５ヶ月

で 10 回）行った。指導員が２名ずつ交代で一人あたり１日５人程度の施術

を行った。さらに、２月には、医師による多発性硬化症についての講義を

受け、患者の診察の様子を見学した。 

 

（３）研究・研修成果の普及 

 ア 研究紀要等 

 指導員の症例報告を研究紀要やホームページへ掲載するなどして発表す

る予定である。また、臨床患者に対するアンケートの結果、２２年度に北

祐会神経内科病院と共同で行った研究の結果、今年度北祐会神経内科病院

の患者に対して行っているアンケートの結果についても研究紀要に掲載す

る予定である。 

 イ 東洋医学研修会 

 理療に関わるさまざまな治療法についての研鑽を積むことにより、生徒、

教員ともに実技力の向上を図ることを目的に行った。現在までに「花粉症

の治療」と「刺さない美容鍼（目もと）」「刺さない美容鍼（リフトアッ

プ）」「風邪の予防」をテーマに４回行った（延べ参加者数 43 名）。今後

も生徒や教員が興味を持って参加できるテーマを検討し、よりよい研修会

とする。 

 

（４）研究に関する文献等の整理と活用 

 理療関係学会等の研究に関する文献の収集と整理、効果的な活用と提供

を実施した。 
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３ 相談・支援事業 

 

 理療従事者を対象に理療に関する技術指導および相談、情報提供を実施

した。 

 

（１）臨床技術指導 

 長期研修者（３か月以上）は２名で、あん摩実技力向上を目的に、それ

ぞれ週１回技術研修を行った。 

  Ａ研修生 担当者１名 研修回数 35 回 

  Ｂ研修生 担当者１名 研修回数 36 回 

   短期研修者(３か月未満)は２名で、技術研修を行った。 

  Ｃ研修生 担当者１名 研修回数 13 回 

  Ｄ研修生 担当者２名 研修回数 21 回 

 

（２）来所および電話相談 

 ３月末現在、電話による相談は 16 件だった。内容は、疾患の治療法、患

者対応の仕方、図書の照会などについてである。 

 

（３）巡回相談 

 地域研修講座での理療相談としては、疾患の治療に関する相談などが３

件あった。 

 

（４）機関誌等の発行、資料提供 

 ア 機関誌「ひびき」及び講座案内の発行・発送 

   発行月日：９月 29 日・３月 15 日 

   発送先：センター名簿登録者及び関係団体 

   発送数：1,298 ヶ所 

 イ 月刊講座案内 

 道鍼師会、札鍼師会、札視協、視聴覚障がい者情報センター、視障セン

ターなどに送付（FAX 含み）、およびホームページに掲載し情報の発信に努

めた。 

 

４ 理解・啓発事業 

 

 地域住民を対象に健康に関する公開講座を開催するとともに、理療に関

する情報を提供し正しい理解を図った。 

 

（１）公開講座 

 今年度は、「たどれば健康！からだ路線図 ～線でつながるツボの話～」

というテーマで実施した。 

 札幌では、札幌市視聴覚障がい者情報センター、札幌市厚別区民センタ

ー、札幌市北区民センターで実施した。 

 また、旭川、帯広、函館については、昨年同様、旭川エスタ、帯広市市
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民活動交流センター、函館市総合福祉センターで実施した。 

 広報活動は、昨年の実績を考慮して、各所でポスター、リーフレットの

掲示・配布、新聞掲載を行った。また、開催各市の名義後援を得た。 

 受講者数は、札幌は１回目 31 名、２回目 36 名、３回目 40 名で計 107 名

（昨年度は４回開催で 180 名）、旭川 15 名（昨年度 28 名）、帯広 29 名（昨

年度 27 名）、函館 40 名（昨年度 14 名）となった。旭川では、受講者数が

減少したが、函館は大幅に増加した。旭川は、例年に比べて新聞記事が小

さかったため、多くの人にアピールできなかったことが原因と考えられる。

反対に、函館については、新聞で講座内容を大きく取り上げられたため、

このような結果になったと考える。受講者層は、どの開催場所でも 60～70

代が中心で、女性が多くなっている。 

 

（２）理解・啓発用「げんき通信」の作成 

 昨年度に引き続き、今年度も年３回発行した。第 15 号（６月発行）では、

早朝高血圧を、第 16 号（９月発行）ではこむら返りを取り上げた。一般の

人にも身近な症状を取り上げ、ツボや漢方薬などの東洋医学独特の治療法

を多く掲載できるように心がけた。 

 配布先は、PTA、町内会、一般公開講座参加者の他、理療研修センターの

ホームページにも PDF 版とテキスト版を掲載し、より多くの人に見てもら

えるように工夫した。 

 

（３）その他 

 ア ホームページ 

 今年度は大きな項目の変更はないが、更新回数を増やして様々な情報の

発信に努めた。研修講座や臨床休業日の案内、理療研修センターニュース

など、迅速に更新作業を行った。また、ホームページを見られない人にも、

同様の情報を伝えることができるよう、臨床待合室に理療研修センターニ

ュースなどを掲示した。 

 アクセス数は、４月１日から３月末日の期間で、今年度 3,843 件（昨年

度 3,368 件）となっており、アクセス総数は３月末日現在 30,240 件となっ

ていた。 

 イ 講師派遣 

 今年度は、第 48 回全道視力障害者福祉研修大会および札幌市視覚障害者

福祉協会研修会で、センター指導員が経絡ストレッチを紹介した。 
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資料１ 平成23年度 講座別受講者数 

 20年度 21年度 22年度 23年度 

基礎講座 89 75 83 87 

臨床講座Ⅰ 84 83 79 55 

臨床講座Ⅱ 42 50 48 39 

東洋医学講座 76 122 79 66 

理療研修講座 113 88 59 54 

医学研修講座 75 69 55 65 

地域研修講座 120 152 120 133 

計（人） 599 639 523 499 
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資料２ 平成 23 年度 臨床研修 

全体数 

月 延べ数 実数 延男性数 実男性数 延女性数 実女性数 臨床日数 

４月    １６１     ８５    ５１     ２６     １１０      ５９    １８ 

５月    １５１     ８３    ４２     ２２     １０９      ６１    １８ 

６月    １６８     ９２    ４９     ２５     １１９      ６７    ２２ 

７月    １２８     ７８    ３８     ２５       ９０      ５３    １８ 

８月    １６９     ９２    ５１     ２７     １１８      ６５    ２１ 

９月    １４６     ８０    ３８     ２３     １０８      ５７    ２０ 

10月    １５３     ８５    ４５     ２５     １０８      ６０    １８ 

11月    １４４     ７７    ４５     ２２       ９９      ５５    １８ 

12月    １３６     ７６    ４０     ２２       ９６      ５４    １９ 

１月    １２９     ７０    ３０     １７       ９９      ５３    １９ 

２月    １５９     ８５    ４１     ２４     １１８      ６１    ２１ 

３月    １５９     ８２    ４４     ２１     １１５      ６１    １９ 

 計 １,８０３   １９１  ５１４     ６０  １,２８９    １３１   ２３１ 

 

年代別・主訴別患者数 

年代 主訴１位 主訴２位 主訴３位 その他 小計 

7 0代～ 腰の痛み 1 4 肩のこり 1 3 腰の重だるさ 3  2 2 5 2 

6 0代 肩のこり 1 4 腰の痛み 8 膝関節の痛み 3  1 7 4 2 

5 0代 肩のこり 1 3 腰の痛み 8 肩の痛み 4  1 9 4 4 

4 0代 肩のこり 1 2 腰の痛み 5 肩の痛み 2  1 0 2 9 

3 0代 肩のこり 3 腰の痛み 2 下肢の重だるさ 1  3 9 

2 0代 肩のこり 5 腰の痛み 2 下肢の運動障害 1  4 1 2 

～10代 腰の痛み 1 下肢の痛み 1 足部の痛み 1  0 3 

合計  6 2  3 9  1 5  7 5 1 9 1 

 

患者状況比較                                            居住地域別上位患者数     

 ２０年度 ２１年度 ２２年度  ２３年度   順位 居住区   人数 

臨床日数   ２２９   ２２６   ２２８    ２３１  １ 中央区    ７５  

初診数     ９５   １１８     ７３     ５７ ２ 豊平区    ２５  

再診数     ８５   １０７   １１９      ７５ ３ 南 区   ２２  

延べ数 １,８６３ １,７９８ １,８１１  １,８０３  ４ 手稲区    １６  

実人数      １９１  ５ 西 区   １４  

男性数   ４６６   ５５９   ４６９    ５１４  ６ 北 区   １０  

実男性数        ６０  その他   ２９  

女性数 １,３９７ １,２３９ １,３４２  １,２８９  

 

 合計  １９１  

実女性数      １３１  

日平均   ８．１   ８．０   ７．９   ７．８  

平均年齢 ６０．６ ５９．５ ６０．７ ５８．８  
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パーキンソン病患者の上肢機能に 

マッサージが及ぼす効果について 

～STEF を指標として～ 

 鳥羽晶幸 中島史 中西芳宏 山田美奈 鷲頭弘康 
 

 はじめに 
 北海道高等盲学校附属理療研修センターでは、嘱託医の指導のもと、北

祐会神経内科病院において理療研修会を行ってきた。同研修会では平成 20

年度より北祐会神経内科病院リハビリテーション課の神経難病患者に対す

るマッサージを実施している。研修をとおして、リハビリテーションスタ

ッフと理療研修センター指導員との間で、神経難病に対するマッサージ技

術やリハビリテーションに関する意見交換を行ってきた。その中で痙性や

筋固縮など筋スパズムの緩和・痛みの軽減などに対しては、患者からも概

ね好評を得ていたようである。 

 平成 22 年度よりマッサージの効果を客観的データに基づく検証を試みた

いとの意向があり、理療研修センター指導員・嘱託医・リハビリテーショ

ンスタッフで協議した結果、研究活動として実践することになった。 

 本研究では、愁訴や疾患の程度にかかわらず、一定のマッサージ施術を

行った結果が身体機能にどのような効果を現すのかを客観的指標を用いて

検討することにした。共同研究を試みるにあたり、患者の転倒などの危険

性の少ない上肢機能を評価するのが望ましいとの判断から、同病院入院患

者の中でも症例の多いパーキンソン病に対象を絞り、手指の巧緻性や関節

可動域、筋力がマッサージの前後でどのように変化するかを調べることに

した。 

 Ⅰ 研究目的 
 パーキンソン病患者にみられる筋のこわばり・振戦に対して上肢のマッ

サージ施術を行い、即時効果と持続効果を検討する。 

 

 Ⅱ 研究方法 
１ 研究対象者 

 北祐会神経内科病院入院中のパーキンソン病患者 20 名  

２ 期間 

 平成 22 年 7 月 14 日～平成 22 年 11 月 20 日 

３ 方法 

 マッサージを行う前に患者の STEF、関節可動域、握力を計測する。 

（１）計測者：北祐会神経内科病院作業療法士・理学療法士 
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（２）両上肢のマッサージを行う 

 施術部位：両上腕・前腕および手指（仰臥位）、肩・肩甲間部・頸部（座

位） 

 施術時間：約 20 分 

 施術者：北海道高等盲学校附属理療研修センター指導員５名 

※施術は指導員が共通の術式に従って行う 

（３）施術後再度 STEF、握力、可動域を計測 

（４）マッサージの翌日・翌々日に STEF、握力、可動域を計測 

４ 被検者選択基準 

（１）北祐会神経内科病院入院中のパーキンソン病患者 20 名 

（２）期間中に薬の変更を予定していない者 

（３）Wearing off や on-off 現象のない者、または影響の少ない者 

（４）起立性低血圧の影響の少ない者 

（５）精神症状が出現している状態の者や認知機能障害が認められ３日間

継続しての検査を行えない者は除外する 

（６）肩、肘関節に運動器疾患（骨折、脱臼、腱板損傷など）を有する者

は除外する 

５ 評価項目 

 下記の３項目について、マッサージ施術前、施術後、翌日、翌々日の合

計４回評価する。 

（１）簡易上肢機能評価（STEF） 

（２）両側関節可動域：肩関節外転、屈曲、伸展、水平内転、肘関節屈曲・

伸展 

（３）両側握力 

６ 副次的評価項目 

（１）被検者の性別、生年月日、利き手 

（２）パーキンソン病発症からの月数 

（３）Hoehn＆Yahr 重症度 

（４）UPDRS 

７ 分析 

（１）マッサージの直後効果について STEF、可動域，握力から比較検討す

る。 

（２）マッサージ効果の持続性について翌日、翌々日の STEF、可動域，握

力から比較検討する。 

（３）パーキンソン病患者に対するマッサージの有効性を検討する。 

※「Wearing-off 現象とは、L-ドーパの薬効時間が短縮し、L-ドーパ服用後

数時間を経過すると L-ドーパの効果が消退する現象をいう。患者は薬が切

れるのを自覚する。」（日本神経学会パーキンソン病治療ガイドライン） 

 

 Ⅲ 研究の結果 
 研究期間内に、上述した被検者選択基準に該当した 18例の被験者のうち、

事情により２例が中止となったため、16 例について検討を行った。なお、



 

１９ 
 

16 例すべてにおいて利き手は右手であった。 

性別：男性８名、女性８名 

年齢：59～80 歳（平均年齢 70.25 歳） 

羅病月数：７～236 ヶ月（平均 99.25 ヶ月） 

Yahr の重症度分類：stageⅠが１名、stageⅡが６例、stageⅢが９例 

※Yahr（ヤール）の重症度分類  

stageI  片側の手足等の障害。運動機能障害は軽度かなし。      

stageⅡ 両側の手足等の障害。平衡障害なし、姿勢障害あり。  

stageⅢ 中等症。立ち直り反射障害あり、日常生活での活動制限あり。  

stageⅣ 重症。かろうじて歩行立位可能、日常生活での機能障害著明で 

介助も必要。 

stageⅤ 起立・歩行不能。臥床または車椅子生活。  

１ STEF 

（１）マッサージ前と直後との比較 

利き手 

 上昇８例（３ポイント以上５例、うち５ポイント以上３例） 

 下降７例（３ポイント以上３例、うち５ポイント以上１例） 

 不変１例 

反対側 

 上昇 10 例（３ポイント以上６例、うち５ポイント以上２例） 

 下降５例（３ポイント以上２例、うち５ポイント以上１例） 

 不変１例 

（２）マッサージ前と翌日との比較 

利き手 

 上昇９例（３ポイント以上６例、うち５ポイント以上３例） 

 下降５例（３ポイント以上２例、うち５ポイント以上１例） 

 不変２例 

反対側 

 上昇 12 例（３ポイント以上７例、うち５ポイント以上４例） 

 下降４例（３ポイント以上１例、うち５ポイント以上１例） 

 不変０例 

（３）マッサージ前と翌々日の比較 

利き手 

 上昇８例（３ポイント以上６例、うち５ポイント以上５例） 

 下降７例（３ポイント以上４例、うち５ポイント以上４例） 

 不変１例 

反対側 

 上昇８例（３ポイント以上６例、うち５ポイント以上５例） 

 下降６例（３ポイント以上４例、うち５ポイント以上３例） 

 不変２例 

（４）マッサージ直後と翌日との比較 

利き手 

 上昇７例（３ポイント以上４例、うち５ポイント以上３例） 
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 下降６例（３ポイント以上４例、うち５ポイント以上３例） 

 不変３例 

反対側 

 上昇６例（３ポイント以上５例、うち５ポイント以上４例） 

 下降５例（５ポイント以上１例） 

 不変５例 

（５）マッサージ直後と翌々日の比較 

利き手 

 上昇８例（３ポイント以上７例、うち５ポイント以上５例） 

 下降６例（５ポイント以上５例） 

 不変２例 

反対側 

 上昇８例（３ポイント以上５例、うち５ポイント以上３例） 

 下降７例（３ポイント以上５例、うち５ポイント以上３例） 

 不変１例 

ア．左右の結果が施術前より翌日・翌々日に大きく上昇している１例は、

施術直後のみ下降の度合いが大きかった。 

イ．翌々日の利き手の結果が施術前より－30 ポイント下降している１例は、

施術直後利き手で１ポイント上昇した他は、不変か下降の値を示した。 

ウ．施術前の STEF の得点が被験者の年齢階級の最低得点未満のものが 16

例中４例であった。うち両手が最低得点未満のものが３例、利き手のみ

が１例であった。利き手の結果が被験者の年齢階級の最低得点を下回る

４例については、施術前と施術直後の比較では、４例中３例で得点が上

昇した。うち２例については 10 ポイント以上の上昇がみられた。 

STEF（施 術 前 ） STEF（施 術 直 後 ） 
 

右  左  右  左  

年 齢 階 級 の正 常 域 の

最 低 得 点  

１ 88 86 98 91 92 

２ 89 92 96 95 88 

３ 62 70 65 75 75 

４ 79 83 70 85 88 

５ 80 78 77 81 75 

６ 96 92 95 93 75 

７ 77 85 79 87 66 

８ 93 95 91 93 88 

９ 96 96 95 96 75 

10 75 90 87 94 88 

11 91 91 92 90 88 

12 91 90 94 92 75 

13 93 95 93 98 88 

14 91 86 93 84 66 

15 76 84 74 74 75 

16 85 86 82 83 75 
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２ 握力 

（１）マッサージ前と直後との比較 

ア．施術直後に利き手の握力の増加がみられたのは 14 例であった。うち７

例は反対側でも増加したが、７例は反対側で減少した。 

イ．このうち 1kg 以上の増加がみられたのは８例であり、うち２例は反対

側において 1kg 以上の減少がみられた。 

ウ．利き手・反対側ともに握力が減少したのは２例であった。うち１例は

両手とも 1kg 以上の減少を示した。 

エ．利き手・反対側のいずれか、あるいは両方において、1kg 以上の減少が

６例にみられた。 

★増加値・減少値の内訳は以下のとおり。 

増加値（kg） 利き手  反対側 

0.1～0.9   ６例   ４例 

1.0～1.9   ３例   ０例 

2.0～2.9   ２例   １例 

3.0～4.9   ２例   １例 

5.0～     １例   １例 

減少値（kg） 利き手  反対側 

0.1～0.9   ０例   ４例 

1.0～1.9   １例   ３例 

2.0～2.9   ０例   １例 

3.0～4.9   １例   １例 

5.0～     ０例    ０例 

（２）マッサージ後と翌日・翌々日との比較 

 マッサージ直後に握力が増加した例・減少した例それぞれにおいて、翌

日・翌々日に目立った変化はみられなかった。マッサージ直後に増加した

例は減少傾向にあり、マッサージ直後に減少した例は増加傾向にあった。

従ってマッサージ施術前と翌々日とでは大きな変化がみられなかった。 

３ 関節可動域 

（１）肩関節屈曲 

ア．施術前と施術直後を比較して、10 度以上拡大した例は２例（利き手１

例・反対側１例）のみであり、大きな変化はみられなかった。 

イ．施術前と翌々日を比較して、利き手・反対側いずれかで 10 度以上縮小

した例は２例であり、施術直後に拡大はみられなかった。 

ウ．施術直後に 10 度以上拡大した例で、施術後から翌々日までに利き手・

反対側のいずれかで 10 度以上縮小した例は２例であったが、翌々日の値

はいずれも施術前より高値を示した。 

（２）肩関節伸展 

ア．施術前と施術直後を比較すると、利き手の反対側において 10 度以上拡

大した例は４例であり、うち２例は利き手でも拡大した。 

イ．逆に施術直後に 10 度以上縮小した例は１例であった。 

ウ．施術直後と翌々日とを比較して、10 度以上縮小した例はみられなかっ

た。 
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（３）肩関節外転 

ア．施術前と施術直後を比較して、利き手において 10 度以上拡大した例は

６例であり、うち２例は反対側でも拡大した。 

イ．逆に 10 度以上縮小した例は１例であり、利き手・反対側ともに縮小し

ていた。 

（４）肩関節水平内転 

ア．施術前後を比較して、利き手・反対側のいずれかが 10 度以上拡大した

例は６例であり、うち２例は両上肢ともに 10 度以上の拡大がみられた。 

イ．施術後 10 度以上拡大した６例のうち、５例は翌日・翌々日まで施術前

の値を下回ることはなかった。 

ウ．施術前後を比較して、利き手・反対側のいずれかが 10 度以上縮小した

例は２例であった。 

（５）肘関節屈曲 

ア．マッサージ施術前後を比較して、10 度以上上昇した例は１例のみであ

り、目立った変化はみられなかった。 

イ．マッサージ施術後・翌日・翌々日を比較して、目立った変化はみられ

なかった。 

（６）肘関節伸展について 

施術前後および翌日・翌々日の結果にはほとんど変化がみられなかった。 

 

 Ⅳ 考察 
１ STEF 

（１）マッサージ前と比較して、マッサージ施術直後から翌々日までの３

回の計測の間で、STEF の得点が上昇した例より下降した例が上回ることは

なかった。このことから、少なくともパーキンソン病患者に対する上肢の

マッサージは、上肢機能に悪影響を及ぼさないということがいえる。 

（２）施術前と施術直後、および施術前と施術翌日において、利き手と比

して反対側の上昇例が下降例の２倍以上であった。このことから、マッサ

ージ施術は、利き手の反対側の手の機能を上昇させる可能性が示唆される。 

（３）施術前の得点が被験者の年齢階級の最低得点未満の被験者について

は施術後 10 ポイント以上の上昇がみられた例もあった。このことから、STEF

における重症度が高いほど、マッサージの効果が期待できると考えられる。 

２ 握力 

（１）施術直後に握力が増加した例は 14 例であり、うち８例が 1kg 以上の

増加をみとめている。このため、上肢へのマッサージは握力に好影響を与

える可能性が示唆される。また、握力が増加する例は、利き手では反対側

に対して２倍であったことから、パーキンソン病患者に対するマッサージ

施術は、利き手の握力を高める可能性が示唆された。 

（２）翌日・翌々日の結果をみると、施術前後で握力が大きく増加した例

は翌日から減少し、施術前後で減少した例は翌日から増加傾向にあった。

このことから、マッサージ施術前と翌日とでは目立った変化はみられなか

ったため、握力に対してマッサージの持続効果は考えにくい。 
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３ 関節可動域 

 関節可動域については、個々の例をみると肩関節外転で 30 度程度改善し

ている例もみられるが、全体的には大きな変化はみられなかった。 

 ただし、肩関節外転と水平内転では、可動域の拡大が６例みられ、うち

５例は翌々日まで施術前より高い値を示した。このことから、マッサージ

施術は、肩関節の可動域改善に少なからず影響を与え、更に一定の持続効

果が期待できる可能性があると考えられる。 

 以上の結果から、パーキンソン病患者に対する上肢へのマッサージ施術

は、筋力や筋スパズムにある程度効果を及ぼしていると考えられる。しか

し、目立った改善効果をみることができたのは、STEF、握力において５割

以下であった。マッサージ施術により手指巧緻性が改善できるという根拠

にはならない。 

 また、施術前後を比較しても握力は利き手で増加傾向、STEF は反対側で

高得点を示す例が多かった。このことから、マッサージ施術は、利き手に

比して巧緻性が低い反対側の手の巧緻性を高める可能性がある。今後、手

指の巧緻性の程度や疾患の程度によって施術効果がどの程度変化するかと

いった観点で研究を行う場合は STEF による効果が妥当ではないかと思われ

る。 

 本研究は、３日間の実験に続けて協力できる被験者を選択しているため

重症例は少なく、また、愁訴は様々であり、必ずしも上肢や手指に限定す

るものではなかった。このことから、STEF、握力等、上肢機能を評価する

指標が妥当であったとはいえないが、少なくとも得点が下降した例よりは

上昇した例が多かった。同様の研究を行う場合、上肢機能に障害が認めら

れる被験者を選択して行うことで、STEF および握力について有意な結果を

認める可能性がある。 

 

 Ⅴ 今後の課題 
マッサージがパーキンソン病患者に有効であるか否かを検討するため

に、パーキンソン病の特徴の一つである抑鬱状態など、精神面に対するア

プローチをしていく必要がある。パーキンソン病は、パフォーマンスが精

神状態に影響されやすい特徴を持っており、マッサージによって精神的ス

トレスや鬱状態が改善されればパフォーマンス向上につながる可能性が高

い。本研究では、愁訴の有無に拘わらず上肢に対するマッサージと上肢機

能のパフォーマンスのみについて検討を行った。今後は患者の主訴に対す

る施術を行い、フェイススケールや VAS などを用いて、患者の痛みや快・

不快などの精神状態を客観化して評価し、健常者と比較することで、マッ

サージが持つ特有のリラクセーション効果が神経難病患者にどの程度有効

であるかを検討していきたい。 

 Ⅵ まとめ 
１ パーキンソン病患者の上肢へのマッサージは、手指巧緻性に対し悪影

響を及ぼさない。 
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２ パーキンソン病患者の上肢へのマッサージは、翌日まで手指巧緻性を

高める可能性がある。 

３ パーキンソン病患者の上肢へのマッサージは、利き手と反対側の手の

巧緻性を高める可能性がある。 

４ パーキンソン病患者の上肢へのマッサージは、施術直後に握力を高め

る可能性が高い。また、特に利き手の握力を高める可能性がある。 

５ パーキンソン病患者の上肢へのマッサージは、肩関節外転・水平内転

の角度を改善する可能性がある。 
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下肢外側部の痛み・しびれを伴う腰痛に 

対する理療治療 

紺野 洋二 

 

 Ⅰ はじめに 
 腰痛を訴える患者の中には、下肢の神経症状を併発している症例も多く

存在する。例えば、腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症での坐骨神経

痛がその代表である。  
 一般に、下肢の神経症状を治療するにあたっては、問診、神経学的検査、

理学的検査などにより、身体所見を収集したうえで、解剖学的知識に照ら

し合わせて、原因の特定と病状の把握を行うことになる。しかしながら、

実際の臨床においては、解剖学的知識に一致しない症状を呈する症例も多

く存在し、理療施術のアプローチ方法に苦慮することがある。  
 今回、腰痛とともに、大腿外側から下腿外側、小趾にかけての痛みとし

びれを訴える症例の治療を通じて、下肢外側部痛に対する治療方法を検討

する機会を得た。下肢外側部痛を発症する病態を検討した上で、本病態の

症例報告をする。  
 

 Ⅱ 下肢の痛み・しびれを呈する主な疾患 
 下肢外側部痛の病態を検討する前に、下肢の痛み・しびれを呈する一般

的な疾患を理解し、除外診断を行う必要がある。ちなみに下肢痛の多くは、

殿部から大腿および下腿後面にかけて痛みを呈するものが多く、これは坐

骨神経の経路と一致する。  
 
１ 腰椎椎間板ヘルニア  
 本疾患は、腰痛および下肢痛を呈する代表的疾患である。下肢痛は一側

性であり、殿部から大腿および下腿外側に痛みを生じる（根性坐骨神経痛）。

代表的検査としては、SLR テストやラセーグ徴候がある。病態によっては、

アキレス腱反射（ATR）の減弱や足趾の筋力低下、皮膚分節に一致した知覚

障害を発症する。発症年齢は 20～40 歳代である。  
 
２ 腰部脊柱管狭窄症  
 加齢に伴う脊柱の退行性変化による脊柱管の狭窄が病態にあり、神経根

または馬尾の障害をきたす。根性坐骨神経痛は一側性、両側性のいずれで

も発症する。代表症状は、間欠跛行と、体幹の後屈による症状の悪化（ケ

ンプ徴候）である。馬尾障害型では、膀胱直腸障害を発症することもある。  
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３ 変形性脊椎症  
 主に椎間板の加齢に伴う退行性変化により発症する。腰痛は、起床時や

運動開始時に強く、同一姿勢の持続による愁訴の悪化もみられる。下肢痛

は、両側性であることが多く、鼠径部や大腿前面および外側にみられ、深

部の漠然とした痛みである。また、骨棘などが神経根を刺激すると、根性

坐骨神経痛を発症することもある。  
 
４ 梨状筋症候群  
 梨状筋の筋膜炎や筋痙攣による梨状筋下孔部での坐骨神経の絞扼障害で

ある。また、梨状筋のトリガーポイントによる関連痛を含めることもある。

一側性の坐骨神経痛であり、梨状筋部に著明な圧痛がみられる。Ｋ－ボン

ネットテストやフライバーグテストなどが陽性となる。  
 
５ 閉塞性動脈硬化症・バージャー病  
 主に動脈硬化による下肢の血行障害により発症する。下肢の痛みやしび

れ、下肢の冷え、足背動脈の拍動の減弱などがみられる。重症になると、

間欠跛行や虚血性安静時痛を呈することもある。腰部脊柱管狭窄症と異な

り、体幹の前・後屈による間欠跛行の変化はみられない。  
 
６ その他の疾患  
 糖尿病性神経障害では、手足末端から始まる知覚障害を呈する。脳腫瘍

や視床出血でも下肢の神経障害を呈することがある。  
 

 Ⅲ 下肢外側部痛を呈する主な疾患 
 下肢外側部痛において、大腿外側、または下腿外側の単体での痛みを発

症する病態は、解剖学的見知からも存在する。ただし、大腿外側から下腿

外側までの連続した痛みとなると、解剖学的知識だけでの説明は困難であ

る。しかしながら、実際の臨床においては、そのような症状を愁訴とする

患者も意外と多い。下肢外側部痛について、教科書での説明はほとんど掲

載されていないので、ここで検討する。 

 

１ Ｌ5 腰椎の椎間関節性腰痛 

 腰痛は、局所痛であり、大腸兪付近に圧痛がみられることが多く、患者

自身で痛みの場所を指差すことができる。腰椎の ROM 制限がみられ、後屈

や後側屈で腰痛は増強する（ケンプ徴候）。また、殿部から大腿にかけて関

連痛を発症するが、膝を越えて下肢末端まで広がることはない。 

 障害を受けている椎間関節を支配している神経である脊髄神経後枝内側

枝は、他の分節の椎間関節にも神経を分布させているので、障害されてい

る椎間関節部以外にも、障害部位より１～２節上位または下位にも刺鍼す

る必要がある。伏臥位での椎間関節部への刺鍼は、腹部の下に枕などを入

れて刺鍼した方が良い。直刺であれば、棘突起下から 1.5～2.5cm 外方で刺

鍼する。内側 45°の角度で斜刺するのであれば、棘突起下から５～６cm 外
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方より刺鍼する。また、反応点２ヶ所を結んでの、１～３Hz、15 分間での

低周波鍼通電療法も効果的である（椎間関節部パルス）。 

 

２ 外側大腿皮神経絞扼性障害（異常感覚性大腿痛） 

 鼠径靭帯部における外側大腿皮神経の絞扼神経障害であり、原因として

は、コルセットやベルトによる患部のしめつけや、肥満や妊娠による腹圧

の上昇などが挙げられる。 

 痛み、および知覚障害は、殿部周辺や大腿外側に発症する。股関節の最

大屈曲による絞扼部位の圧迫や、股関節の後方伸展による神経の牽引によ

り痛みの増強がみられる。知覚障害は、びりびりと放電した感覚や、蟻走

感、灼熱感などを呈し、上前腸骨棘付近の鼠径部でのティネル徴候もみら

れる。 

 治療としては、神経を絞扼している患部や神経経路上への刺鍼が行われ

る（髀関、風市、中瀆など）。  

 

３ 股関節外転筋の筋・筋膜疼痛症候群（MPS） 

 実際の臨床の場面で下肢外側部痛に遭遇する場合、本病態が最も多いと

思われる。股関節外転筋（主に中・小殿筋）にトリガーポイントが発生す

ると、殿部から大腿外側にかけて関連痛を発症する。特に小殿筋は、殿部

から大腿および下腿の外側までの広範囲にわたって関連痛を発症すること

が知られている。小殿筋の関連痛と坐骨神経痛は、類似した痛みを発症す

るが、小殿筋の関連痛は、あくまで下肢外側部痛であり、神経痛のような

電撃性の痛みやワレー圧点のような局在のはっきりした痛みを発症するこ

とはない。 

 小殿筋のトリガーポイントは、大転子と上後腸骨棘を結ぶ線上で、大転

子側 1/4 付近（環跳穴付近）や、大転子と腸骨稜を結ぶ垂直線の線上など

に存在する。中殿筋のトリガーポイントは、中殿筋の起始部付近（居髎穴）

などに存在する。体表からでは、小殿筋は中殿筋に完全に覆われた形にな

っているので、この二つの筋の厳密なトリガーポイントの鑑別は困難であ

る。 

 

４ 変形性股関節症 

 股関節そのものは痛みに鈍感なので、発痛原因は股関節周囲筋の攣縮に

よる。また、病態の母体は骨の変形なので、根治は望みにくいが、鎮痛が

数週間持続することには、QOL の観点から意義がある。 

 下肢痛は、鼠径部、大腿外側にみられ、股関節の明らかな ROM 制限、パ

トリックテスト陽性などもみられる。上前腸骨棘付近や大転子周囲に反応

がみられるので、刺鍼部位の参考とする（髀関、居髎、環跳など）。 

 

５ 仙腸関節の微小脱臼 

 仙骨外縁に収束される殿部痛であり、下肢に関連痛をみることがある。

仙骨外縁の痛みは、上後腸骨棘の内下方と外下方に多くみられる。また、

関連痛がよくみられる順として、大腿外側、下腿から足趾の外側、大腿後
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面の突っ張り感、鼠径部、坐骨結節部である。 

 理学的テストとしては、パトリックテストやニュートンテストが存在す

るが、これらのテストよりも、下記の二つの理学的テストの方が、陽性率

が高いとされる。また、患側を下にして側臥位になると、痛みの増強がみ

られる。 

 座禅試験：患者は座位。両足底を合わせて座禅の姿勢をとり、股関節は

できるだけ開排させる。その姿勢から体幹を前屈させる。 

 振り子試験：患者は立位。患側にベッドをおき、これに手をついて片脚

立ちの支えとする。健側下肢で片脚立ちをし、腰部を軽く前屈させ、立脚

の股関節・膝関節を若干屈曲させる。その状態から、患側下肢を前後に大

きく動かす。 

 治療としては、上後腸骨棘付近の圧痛に刺鍼し、周囲組織をゆるめると

ともに、骨盤のモビリゼーションや AKA 療法により、仙腸関節の微小脱臼

を矯正する。 

 

 Ⅳ 症例 
１ 初診時の状況 

（１）症例 

 年齢：50 歳代 

 性別：男性 

 身長：160cm 後半 

 体重：60kg 半ば 

 職業：会社員 

（２）主訴 

 腰の痛みと下肢外側部の痛み・しびれ 

（３）現病歴 

 10 年程前から腰痛があり、２～３年おきにギックリ腰を発症している。

本症に関しては、２年程前にスポーツの最中に腰を痛め、それ以来、腰痛

と大腿外側から下腿外側、小趾にかけての痛みとしびれを発症している。

整形外科を受診したところ、脊椎間の狭小化がみられると言われているが、

手術は行っていない。近所の治療院で電気治療を受けたことがあるが、あ

まり改善はみられなかった。 

（４）自覚症状 

 下肢外側部の痛みとしびれは、右の方が強い。２年前の発症直後と比べ、

来所時の方が症状は強まっている。 

（５）他覚症状 

理学的検査 

 ケンプ徴候および SLR テストで右大腸兪付近に痛み 

 股関節内転・内旋で大腿外側から下腿外側、小趾にかけてのしびれの増

強 

筋緊張亢進 

 脊柱起立筋、腰方形筋、大腿筋膜張筋、腓骨筋 
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圧痛・硬結 

 志室、風市、豊隆など 

 

２ 治療方針 

 低周波鍼通電療法を中心にして、下部腰椎、殿部筋群の筋緊張の緩和を

図る。また、下肢外側の反応点に対する置鍼や、手技療法による下肢筋群

の筋緊張を緩和させることにより、下肢外側部の鎮痛としびれの緩和を図

る。 

 

３ 治療法 

（１）置鍼：腎兪－大腸兪を結んでの 1Hz、10 分間のパルス通電、下肢の

反応点（環跳・風市・懸鍾など）に置鍼 

（２）手技：腰下肢のあん摩、筋緊張が強い場合には下肢筋に対するスト

レッチも実施 

 

４ 治療経過・効果 

１回目～５回目 

 パルス通電により、腰痛は 10 から６程度に減退した。下肢のしびれは若

干軽快した程度である。２回目の施術の時、マッケンジーエクササイズを

指導した。 

６回目～10 回目 

 腰痛および下肢のしびれがあまり軽快してこないことから、側臥位で腰

方形筋の反応点２カ所、中殿筋の反応点３カ所に置鍼した。腰痛は 10 から

５程度、下肢のしびれは 10 から７程度に減退した。 

11 回目～15 回目 

 腰痛は改善傾向にあるが、下肢のしびれがあまり改善されてきていない

ことから、側臥位を中止し、伏臥位において殿部の反応点と懸鍾を結んで 1

Hz、15 分間でパルス通電を実施した。下肢のしびれは半分程度に減退した。 

16 回目～24 回目 

 下肢症状の改善が停滞傾向にあるので、殿筋へのアプローチを検討し、

下肢のパルス通電を側臥位に変更した。仰臥位と比べ、著明な効果がみら

れているわけではないが、患者の印象として、側臥位の方が効いていると

のコメントである。 

 

補足 マッケンジーエクササイズについて 

 本体操は、持続的な腰椎の後屈を行うことにより、脊柱、殊に椎間板の

矯正を図ることを目的としている。従来、腰椎の後屈運動は、腰痛患者に

とって禁忌とされていたが、いくつかの症例においては、この運動が腰痛

の改善に効果があることが知られるようになってきている。主に対象とな

るのは、変形性脊椎症や腰椎椎間板ヘルニアなどの椎間板変性を基盤とす

る病態である。変形性股関節症や腰部脊柱管狭窄症、腰椎の後彎が強い病

態においては、本体操は対象となりにくい。 
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５ 考察 

 今回の施術において、解剖学的知識だけでの病態把握は困難であったた

め、下肢外側に痛み・しびれを発症する可能性のある病態について検討し、

本症例がどのタイプの病態に近いのかを検証した。明確な病態の検証には

至らなかったものの、本症例に関しては、股関節外転筋の MPS が最も適当

なのではないかという印象をもっている。その理由としては、大腿外側か

ら下腿外側にかけて痛み・しびれがあるとともに、股関節周辺に反応があ

ったこと、腰椎や股関節に ROM 制限がなかったこと、仙腸関節付近に著明

な圧痛はなく、体位による症状の変化がなかったことなどが挙げられる。 

 治療としては、股関節周辺の反応点に置鍼するとともに、患者が過去の

施術において、電気治療に良い印象があったことから、腰痛に関しては、

腰部脊柱起立筋に対するパルス通電を実施した。腰痛は、来所当初から症

状が半減する程度の改善をみせていたが、下肢外側部痛については、なか

なか明確な改善がみられなかった。そこで、反応点パルスとして、股関節

周辺の反応点と、下肢外側で最も著明な反応点（懸鍾穴）を結んで通電す

ることとした。患者に問診する中で、側臥位での通電が最も良いとの意見

だったので、そのような形で現在に至っている。下肢症状へのアプローチ

方法については、更なる工夫が必要である。 

 本症例の患者は、若い頃からテニスやゴルフなどを日常的に行っていた

ようである。それが２年前の腰痛発症以来、運動量が減少し、来所してき

た頃には、運動をする気力もなくしていた。それが現時点では、下肢のし

びれや若干の腰痛はあるものの、１週間に１度は、テニスか登山をする程

度になっており、これが本治療の成果だと思われる。 

 
 

 《引用・参考文献》 
１）山口 智編：現代鍼灸学 第３巻第１号．現代鍼灸学編集部．2003 

２）黒岩共一：臨床科のためのトリガーポイントアプローチ．医道の日本

社．1999 

３）穴吹弘毅：腰痛治療革命．キュアアンドケア．2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

３３ 
 

冷え症及び低体温に対する治療効果の検討 

柴﨑 公平 

 

 はじめに 
 理療治療の現場では、多くの患者が肩こり・腰痛・膝痛などの運動器に

関する症状をまず訴える。しかし、問診・治療を進めて行くなかでその他

の症状が浮き彫りになってくることが少なくない。  
 肩こりや腰痛とそれ以外の症状は密接に関連することが多く、治療を進

めて行くうえで、総合的に症状の推移を観察していくことは重要なことで

ある。  
 今回筆者は、肩こりを主訴として来所し、手足の冷え、低体温の症状を

表す症例について報告する。  
 

 Ⅰ 低体温について 
１ 定義 

 低体温には医学的に厳密な定義があるわけではなく、一般的には 36 度未

満の体温のことを「低体温」と呼んでいる。 

 

２ 原因 

 明らかな病的原因がない場合、低体温の原因のほとんどは生活習慣によ

るものである。 

（１）低体温の原因となる生活習慣 

ア．食習慣の乱れ：ミネラル（亜鉛・マグネシウム・鉄・セレンなど）、ビ

タミン（Ｂ１・Ｂ２など）の不足 

イ．冷たい食べ物や甘い食べ物の過剰摂取 

ウ．季節はずれの野菜や果物の摂取 

エ．運動不足 

オ．喫煙 

カ．ダイエット 

キ．痩せすぎ 

ク．薄着 

ケ．シャワーのみの入浴 

コ．冷暖房などが整っている住環境 

サ．過度のストレスによる血行不良 

シ．便秘 

（２）病的原因 

ア．甲状腺ホルモンの分泌低下 

イ．自律神経の乱れ 
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３ 症状 

 体温が１℃下がると、免疫力低下、基礎代謝低下、酵素活性の低下が起

こるといわれている。また、自覚症状がない人も多く、気づきやすい症状

としては、手足・指先が冷たいといった冷え症の症状がある。 

（１）免疫力の低下による症状：易感染性・アレルギー・がん細胞の活性

など 

（２）基礎代謝の低下による症状：冷え症・肌のくすみ・浮腫・肩こり・

頭痛・腰痛・腹痛・生理痛・生理不順・不眠など 

（３）酵素の活性低下による症状：消化不良・易疲労性など 

 

 Ⅱ 症例 
１ 患者プロフィール 

年齢：60 歳代 

性別：女性 

（１）主訴 

肩こり 

（２）現病歴：肩こりは以前から慢性的に続き、増悪・軽快を反復してい

る。また、膀胱癌の既往があるので再発予防のため、体調を整えたいと

いう希望がある。 

（３）自覚症状：肩こり、背腰部の重だるさ、全身倦怠感 

（４）他覚症状：肩甲挙筋・脊柱起立筋に筋緊張。手部・足部に冷え。体

温が低めで夏場でも日中 35 度台である。 

（５）既往歴：膀胱癌手術 2 回 

 

２ 治療 

（１）問題リスト 

ア．肩こり 

イ．手足の冷え 

ウ．低体温 

（２）治療方針 

 気血の巡りを改善させ、肩こり・手足の冷えといった局所症状及び低体

温の改善を図る。 

（３）治療法 

ア．鍼 

 本治法：運気論に基づく経絡治療 

 標治法：督脈・背部兪穴・下腿の陽経 

イ．灸 

 左右湧泉穴、せんねん灸を使用。 

ウ．あん摩 

 頸肩部・背腰部・下肢を中心に全身 
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３ 経過 

 平成 23 年 1 月 24 日～平成 24 年 2 月 28 日まで、計 23 回の治療について

記載する。 

1 回目(1／23)～2 回目(2/3) 

 肩こり：軽快 

 冷え：不変 

 体温：不変 

 灸は、左右 5 壮行ったが自覚的な変化なし。灸の熱を感じることもなか

った。 

3 回目(2/10)～7 回目(3/31) 

 肩こり：軽快 

 冷え：不変 

 体温：不変 

8 回目(4/11) 

 肩こり：軽快 

 冷え：不変 

 体温：不変 

 今回初めて左足のみだが灸の熱を感じるようになった。 

9 回目(4/26) 

 肩こり：軽快 

 冷え：土踏まずの辺りに他覚的に温かさを感じてきた。指先はまだ冷た

い。 

 体温：最近、36 度代を計測することがでてきた。 

10 回目(5/10) 

 肩こり：起床時よりこり感あり 

 冷え：前回に同じ 

 体温：午前 35.7 度、午後 36.2 度 

11 回目(5/24) 

 肩こり：右肩にこり感あり 

 冷え：前回に同じ 

 体温：前回治療後、午後の計測で 36.8 度が数日続いていた。その後 36.

2 度で落ち着いている。 

 灸治療での反応が良くなり 2 壮目で灸の熱を感じるようになった。 

12 回目(5/31) 

 肩こり：軽快 

 冷え：自覚・他覚的にほぼ消失している。 

 体温：午前 35.7 度、午後 36.2 度 

    灸治療では、左足は 1 壮目で熱さを感じるが右足は熱いまではい

かない。 

13 回目(6/16) 

 肩こり：軽快 

 冷え：軽快 

 体温：午前 35.7 度、午後 36.2 度 
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14 回目(7/4) 

 肩こり：こり感あり 

 冷え：軽快 

 体温：午前 35.9 度、午後 36.1 度 

15 回目(8/3) 

 肩こり：若干のこり感あり 

 冷え：軽快 

 体温：午前 35.3～35.7 度、午後 36.3 度 

 治療：灸治療を中止 

16 回目(8/31) 

 肩こり：若干のこり感あり 

 冷え：軽快 

 体温：朝方・夜間 35 度台、日中 36.3～36.6 度 

17 回目(9/27) 

 肩こり：軽快 

 冷え：施術前若干あり、施術後軽快 

 体温：朝方・夜間 35.7～35.9 度、日中 36.3～36.5 度 

18 回目(10/20)～19 回目(11/1) 

 肩こり：こり感あり 

 冷え：軽快 

 体温：不変 

20 回目(11/30)～21 回目(12/20) 

 肩こり：若干のこり感あり 

 冷え：施術前あり、施術後軽快 

 体温：不変 

22 回目(1/31) 

 肩こり：若干のこり感あり 

 冷え：足部に著明 

 体温：日中 36 度台を割ることが数回あった。 

 治療：灸（左右湧泉穴 2 壮） 

23 回目(2/28) 

 肩こり：若干のこり感あり 

 冷え：軽快 

 体温：日中 36 度台を維持 

 

４ 考察 

（１）肩こりについて 

 肩こりについては、経過の観察から、冷え症及び低体温との関連性はあ

まり見受けられなかった。 

 頭痛などの随伴症状もなく、日常生活にそれほど大きな影響を及ぼして

いるものではなかった。肩こりを訴える時は、長時間読書をするなど姿勢

保持や目の疲れが原因で出現することが多く、単発的に発症し、また、軽

快も比較的早期に得られていた。 
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 一応、肩こりが今回の主訴であるが、治療期間を通して患者の様子をみ

ていると、この患者の主たる目的は、癌の再発予防という意味合いが強い

ようであった。 

 

（２）足部の冷えについて 

 初回から 8 回目までは不変であったが 9 回目から徐々に変化が現れ、12

回目の治療前の観察でほぼ消失していた。 

 15 回目の治療から灸治療を中止し、鍼治療と手技のみで様子を見た。 

 その後の治療では、治療前に他覚的に冷えがあっても治療後には軽快が

得られていた。 

 効果が発現するまでに約３か月（8 回）、冷えが軽快するまでには、約 4

ヶ月（12 回）の時間を要したが、一度効果が現れてからは概ね安定した効

果が続いていた。 

 また、せんねん灸を用いた灸治療を患者に指導し、自宅で行ってもらっ

た。患者は、積極的に取り組み、このことも治療効果の安定に繋がってい

ると思われる。 

 22 回目の治療（H24/1/31）の治療では、足部の冷えが著明に見られ、ま

た、体温が日中でも 36 度以下になることがあった。このあたりは、気候的

に寒さが最も厳しい時期であったこと、前回治療から約 40 日間空き、これ

までの治療の中で最も治療間隔が開いたことなどが影響したと思われる。 

（３）体温の変化について 

 以前は、夏場でも日中の体温が 35 度台であったのが日中の体温が 36 度

台をほぼ維持できるようになった。 

 9 回目の治療から徐々に変化をみせ、足部の冷えとほぼ同じ推移を見せて

おり、冷え症と低体温との関連性が非常に高いことを表している。 

（４）その他 

 患者の訴えとして特筆すべき点に治療期間を通じて、風邪を一度も引い

ていないことがある。以前は、年に何度も風邪を患い病院にかかることが

多かったとのことである。 

 これは体温の上昇とともに免疫力も向上したものと思われる。 

 

 おわりに 
 今回は、患者からの訴えの中で体温に関するものがあり、そこに着目し

た治療効果の推移を見ることができた。 

 また、患者自身が膀胱癌の既往があるため、免疫力と体温との関連にも

関心があり、積極的に体温測定に取り組んでいた。体温の測定は、時間を

定めたものではなく、患者が概ね起床時・昼間・夜間の 3 回もしくは午前・

午後の 2 回測定し、記録したものであり、敢えて厳密性は要求しなかった。

患者自身が毎日体温を測定し、その推移を観察したことは、治療に対する

意欲においても良い結果が得られていたと思われる。 

 これまで、常日頃の問診では、あまり体温に関して聴取したり、その場

で測定したりすることはなかった。しかし、手足の冷えを愁訴として持っ
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ている患者は比較的多く、低体温となっている場合も想定できる。 

 今後は、積極的に体温について聴取・測定していきたいと考えている。 
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殿部の冷え症に対する理療治療の 

効果について 

－ 高齢患者に対する理療治療の役割 － 

中島 史 

 

 はじめに 
 本研修センターでは、週５日、外来患者を対象に臨床研修を行ってい

る。今年度筆者の臨床担当患者の概要は次のとおりである。  

 担当患者数は、33 名（のべ 343 名）、男性 12 名、女性 21 名、平均年

齢 62.9 歳であった。  

 主訴別の内訳は、肩のこり９名、腰の痛み 8 名、膝関節の痛み 3 名、

頚の痛みと手の痺れ各２名、肘関節の痛み・背中の痛み・大腿の痛み・

大腿のしびれ・肩関節の痛み・上腕の痛み・足部の痛み・殿部の冷え・

下肢のしびれ各１名となっており、運動器の訴えがほとんどを占めた。  

 治療回数は、65 歳以上の平均治療回数が 16 回と多く、現在も治療を継

続している。  

 今年度の臨床研修の総括として、治療効果がみられた冷え症患者に対

する治療を通して、高齢患者に対する理療の役割について考察する。  

 

１ 殿部の冷えに対する治療  

（１）初診時の状況  

初診：平成 23 年○月○日  

女性 77 歳 身長 143 ㎝ 体重 39 ㎏  

ア．主訴：殿部の冷え感  

イ．現病歴：若い頃より、殿部の冷え感を感じており、ここ数年で強く

なっている気がする。出産や子宮摘出手術後には変化はなかった。

軽快および増悪因子は特にない。  

ウ．自覚症状：主訴の他、右肩の痛み(整体を受けたときに痛めた)、足

のむくみ、寒がり、頻尿。  

エ．他覚症状：頸椎前弯増、T12 後方突出、胸椎軽度右側弯、全体的に棘

突起が凸凹している。僧帽筋・板状筋・菱形筋・左脊柱起立筋の過

緊張。上髎・次髎・三陰交に圧痛。下腿静脈怒張。足背動脈拍動減

弱。  

血圧 132/77mmHg、心拍数 52 回 

腹診：小腹虚軟・臍下の動  

舌診：歯痕舌  
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既往歴：子宮筋腫・虫垂炎・骨粗鬆症・白内障・心房細動・高血圧症  

家族歴：母 高血圧症  兄 糖尿病  

参考事項：降圧剤や血管拡張剤、利尿剤、睡眠導入剤など多くの薬剤を

服用している。    

（２）病態考察  

 殿部への動脈血の供給は、内腸骨動脈の壁側枝によって行われている。 

その最大の枝である上殿動脈は、大坐骨孔の梨状筋上部を通り、骨盤を

去ったのち殿筋に分布する。また、下殿動脈は、坐骨神経・内陰部動脈

とともに梨状筋下部を通過し、殿筋に分布している。したがって、この

部の血行促進は主訴の改善につながると思われる。  

 一方、患者は、とても痩せており、全身的に筋肉量も少ない。  

 筋肉は、熱を産生するとともに、筋ポンプ作用による静脈還流を促す

働きがあり、筋肉量の減少は、熱産生および静脈還流能力の低下につな

がると思われる。患者の日常生活の様子は、買い物以外ほとんど自宅に

おり、活動性が乏しく足のむくみや寒がりという症状がみられることか

らも、筋肉量との関係が疑われる。活動性の低下による熱産生能力の低

下が大きく主訴に関与していると推測した。  

（３）治療目的  

ア．自律神経反応を喚起し、全身的な血行を良好にする。  

イ．活動性を高める（QOL の向上）。  

 体格や年齢、ドーゼを考慮し、灸治療と手技療法を中心にアプローチ

することとした。  

（４）治療法  

温熱療法：ホットパック 頚肩部・腰部 10 分  

せんねん灸：三陰交・上髎・次髎  

手技：軽度の力で全身あん摩  

（５）治療効果  

 殿部のポカポカ感、気分がとても良い。  

（６）経過  

 治療間隔は、おおむね週１回の治療とした。自覚症状を中心に経過を

まとめる。  

２回目  

 前回治療後、２日くらいはポカポカしていたが、現在は冷えている。  

 他覚所見、治療法も変更なし。  

５回目  

 持続効果を高めることを目的に、せんねん灸を太渓と太衝に追加し、

腎気を補い、疏泄機能の向上を図った。直後効果は、体が軽く、全身が

温かくなる。以降、太渓と太衝に施灸を継続。  

６回目 

６回目から、殿部の冷えよりも、膝の痛みや腰の違和感を訴えるよう

になる。聞くと治療後は体も軽く、気分がいいため少し遠いところまで

買い物に行くということであった。殿部の冷えについては、効果の持続

期間が短く、3 日ほどであった。  
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10 回目  

 殿部の冷えは軽いが、便通が良くない。おなかが張っている気がする

という訴えもあったため、下腹部(関元部・天枢部)に熱さを感じるまで

温灸器(カマヤペット 写真 1･2)で施灸した。施灸中にグル音も聞こえ、

腸の活動が高まっていた。  

 

11 回目  

 殿部の冷え感は軽く、便通も良い。ここで治療を受けた後に、どこか

に出かけたくなるくらい、調子が良くなる。  

13 回目～20 回目  

 治療直後は、主訴は消失したが、効果の持続期間は短かった。厳冬に

よる気温の低下と歩道の凍結のため外出できないことにより、更に活動

性が低下したためと思われる。  

23 回目  

 症状は非常に軽い。  

（７）治療考察  

 各治療の前後に、殿部の冷えの自覚度を、VAS を用いて評価した。  

各治療前後で自覚度を比較すると、約 9 割以上で減少がみられた（グラ

フ 1）。治療前の自覚度から、減少率が 30％以上だったのは、全体の 80％

であった。患者自身が治療後の体の温かさを感じていたことと一致して

おり、直後効果が得られたと思われる。次に、各治療前自覚度の推移を

みると、日によってばらつきはあるが。必ずしも改善しているとはいえ

ない（グラフ 2）。このことは、効果の持続期間が短かったことを示して

いる。特に、冬季の期間は、改善傾向があまりみられていない。持続期

間を延長させるためには、自宅での患者自身による施灸が効果的だと考

えたが、高齢で一人暮らしの現状からは、火の始末に対する不安、部位

的に次髎への施灸が困難であることから断念した。  

 主訴に対する効果は、以上のとおりであるが、患者の心理的変化もみ

られた。治療当初は、声も小さく表情も乏しく生気が少なく感じていた

が、治療を受けるごとに声にも張りが出て、表情も豊かになった。親族

の方に日常の様子を聞くと、以前より元気になり、時々外出するように

なってきたということであった。特に、治療日当日から翌日にかけて、

外食やショッピングに出かけるようになった。治療に来ることをとても

楽しみにしており、一人暮らしの寂しさを紛らわすことにもなっている

 写真２ 写真１ 



 

４２ 
 

のかも知れない。  

 本症例に対する治療では、殿部の冷えという身体的な愁訴の改善に対

して十分ではなかったが、精神的な面では、自ら外出する欲求が生まれ

たことをみても、明るく前向きな気持ちが強くなりつつあることがわか

る。外気が暖かくなり、歩行中の転倒の心配がなくなれば、外出する機

会が増えてくるものと思われる。それは、筋活動を高め熱の産生を促進

させることにつながり、殿部の冷え感も解消していくことになると思わ

れる。  

 

 おわりに 
 高齢の方で理療治療を受けている患者の多くは、退行性病変による多

様な症状を有している。医療機関では、医師から「年齢のせいですね」

の一言で済まされて、少なからずやるせない思いを抱いている。私たち

理療師は、その方たちの身体的苦痛を和らげることはもちろんだが、患

者の心に寄り添う姿勢を持つことも大切である。患者の QOL を向上させ

るためには、身体的かつ精神的に良好な状態を保つことが大切である。  

 今回の症例では、治療中に患者の話を聞き、親族からも患者の情報を

得ることで、全てではないが患者の心理的状態を把握することができた。
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配偶者を失った喪失感、家族との別居など寂しい思いをしていることが

推測された。そのことから、ただ毎日を漠然と家で過ごしているのでは

なく、日常の中の目標を一緒に考えることが大切であると感じた。そし

て、設定した目標を達成するために、患者自身が身体的苦痛を改善して

いこうとする意欲を高められれば、おのずと治療効果を高めることに繋

がると思われる。  

 私自身これからも、今まで以上に患者の QOL を第一に考え、全人的な

治療に臨んでいきたいと思う。  
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経絡テストによる治療が急性腰痛患者に 

及ぼした効果について 

中西 芳宏 

 

 Ⅰ はじめに 
 人間の動作は、多軸性で多関節の連動によって行われている。ひとつの

関節のみが運動しているようにみえる場合でも、近隣の関節が連動するこ

とで関節運動を可能にしている。これは、バイオメカニクスの分野で「運

動の広がり」などと呼ばれる。 

 福岡大学の向野義人氏は、人間の動作における関節の連動と経絡流注の

共 通 点 と に 着 目 し 、 痛 み の 発 現 を 経 絡 流 注 で と ら え る 「 経 絡 テ ス ト

（M-test）」を考案した。経絡テストは、患者に定められた運動を行わせ、

痛みの誘発・増悪があった場合、その運動で伸展される経絡を異常経絡と

みなし、関連経絡に治療を施す治療システムである。 

 今期は、この経絡テストを用いた治療によって、急性腰痛が改善した症

例を報告する。 

 

 Ⅱ 経絡テストにおける身体運動と経絡の関係 
１ 経絡テストの運動負荷 

 経絡テストでは以下の運動負荷を行い障害された経絡を確認する。運動

は左右行う。 

（１）頚部 

 頚後屈：頚部を後屈する。 

 頚後斜屈：頚部を斜め方向に後屈する。 

 頚回旋：頚部を回旋する。 

 頚前屈：頚部を前屈する。 

 頚前斜屈：頚部を斜め方向に前屈する。 

 頚側屈：頚部を側屈する。 

（２）上肢 

 肩伸展：肩関節を肘関節伸展位で伸展する。手掌は内向き。 

 肘回内：上肢を下垂したまま肘関節を回内する。 

 肩屈曲：肩関節を肘関節伸展位で屈曲する。手掌は内向き。 

 肩水平屈曲：肩関節を水平屈曲する。手掌を前に向けた状態から開始。 

 肩水平伸展：肩関節を水平伸展する。手掌を前に向けた状態から開始。 

 肘屈曲：肩関節９０度屈曲位で肘関節を屈曲する。手指は伸展。 

 肘伸展：肩関節９０度屈曲位で肘関節を伸展する。手指は伸展。 

 肘回外：上肢を下垂したまま肘関節を回外する。 
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 手尺屈：手関節を尺屈する。 

 手橈屈：手関節を橈屈する。 

 手掌屈：手関節を掌屈する。 

 手背屈：手関節を背屈する。 

（３）下肢 

 股伸展：股関節を伸展する。 

 膝屈曲：膝関節を屈曲する。 

 股屈曲：股関節を膝関節伸展位で屈曲する。 

 股屈曲（膝屈曲を伴う）：股関節を膝関節屈曲位で屈曲する。 

 股外旋：パトリックテストの要領で行う。 

 股内転：やや股関節を屈曲しながら膝関節伸展位で行う。 

 股外転：膝関節伸展位で行う。 

 足底屈：膝関節伸展位で足関節を底屈する。 

 足背屈：膝関節伸展位で足関節を背屈する。 

 足内がえし：膝関節伸展位で足関節を内がえしする。 

 足外がえし：膝関節伸展位で足関節を外がえしする。 

（４）体幹 

 体後屈：体幹を後屈する。 

 体後斜屈：体幹を斜め方向に後屈する。 

 体前屈：体幹を前屈する。 

 体前斜屈：体幹を斜め方向に前屈する。 

 体側屈：体幹を側屈する。 

 体回旋：体幹を回旋する。 

 

２ 四肢における経絡と動き 

（１）経絡の表裏関係と動き 

ア．表裏関係で近接して走行する経絡：一つの動きで類似した負荷がかか 

る。 

  上肢では、肺経と大腸経、心経と小腸経、下肢では脾経と胃経、腎経 

と膀胱経 

イ．表裏関係で対立して走行する経絡：一つの動きで対立した負荷がかか 

る。 

  上肢では、三焦経と心包経、胆経と肝経 

（２）経絡の陰陽関係と動き 

 太陰経（前面） 

 少陰経（後面） 

 厥陰経（側面） 

 陽明経（前面） 

 太陽経（後面） 

 少陽経（側面） 
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３ 体幹における経絡と動き 

（１）経絡の表裏関係と動き 

ア．表裏関係で近接して走行する経絡：一つの動きで類似した負荷がかか

る。 

 脾経と胃経、肝経と胆経 

イ．表裏関係で対立して走行する経絡：一つの動きで対立した負荷がかか

る。 

 腎経と膀胱経 

（２）奇経と体幹との関係  

 任脈（前面） 

 督脈（後面） 

 帯脈（側面） 

 

 Ⅲ 症例 
１ 患者プロフィール 

 初診日：2011 年 10 月 12 日 

 性別：男性 

 年齢：66 歳 

 職業：無職 

 主訴：腰の痛み 

 現病歴：同年 10 月７日起床時に反動をつけて体を起こそうとした瞬間に

腰に強い痛みを自覚し、起き上がれなくなった。体を動かそうとすると腰

の痛みが強く、発症後、3 日間は自宅のトイレに行くのがやっとだった。よ

うやく手すりなどにつかまらずに、歩けるようになったため、この日来所

した。 

 自覚症状：主訴は、下部腰椎付近に自覚する。姿勢の種類を問わず鈍痛

があり、体幹をどの方向に動かしても痛みが増悪する。一定時間、同一姿

勢でいると動けなくなり、特に、仰臥位からの起き上がりが困難である。

側臥位で就寝するが、寝返りができないので、1 時間おきに目が覚める。起

立時には、腰をまっすぐ伸ばせない。両手で骨盤を左右から挟むようにす

ると少しだけ楽に歩きやすくなる気がする。下肢のしびれや冷えはない。 

 

２ 他覚所見 

 体位変換による痛みの増悪を避けるため坐位で評価を行った。 

（１）理学的検査 

 ケンプテスト、SLR テストは陰性であった。ただ、検査時の痛みによる可

働制限は強い。 

 膝蓋腱反射、アキレス腱反射は正常であった。 

（２）触診 

 腰部脊柱起立筋には強い筋スパズムがみられ、下腿三頭筋、前脛骨筋に

もスパズムがみられた。第４、第５腰椎棘突起部には、強い圧痛がみられ

た。その他、中殿筋、梨状筋などの股関節周囲筋にも圧痛がみられた。腰
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部の熱感はみられなかった。 

（３）経絡テスト 

 痛みが強いため、坐位で可能な動作のみ行った。陽性となった運動方向

は、次のとおりである。 

 上肢：左右肩関節屈曲、左肩関節水平内転 

 下肢：左右股関節屈曲 

 体幹：前屈、後屈、右前斜屈、左後斜屈、左右側屈、左右回旋 

 

３ 病態評価および治療法の立案 

（１）病態評価 

 本症例は、筋・筋膜性腰痛と考えた。患者の来所は、発症から５日後で、

痛みのピークは過ぎていたため、患部の熱感を確認できなかった。しかし、

発症の機転、限局した強い圧痛、神経学的検査の陰性所見などを考慮する

と、腰背筋膜の損傷が引き起こした急性腰痛が疑われる。 

（２）経絡テストによる病態評価 

 障害された経絡は、太陽経であると考えた。体幹の運動では、すべての

運動方向で痛みが増悪し、患者もどの運動が最もつらいかわからないとい

う状態であった。そこで、上肢、下肢の状況から、体幹後面の経絡である

太陽経、少陰経の障害と考えた。さらに、体幹運動時の痛みは、つっぱり

感を伴う強い痛みであったため、陽経の障害と考えた。 

（３）問題リスト 

 問題リストとして、腰部の可動域制限、腰部の痛みを考えた。 

（４）治療法 

 臥位をとらせると増悪する可能性があること、腰部に強い圧痛があっこ

と、発症からまだ日が浅いことなどを考慮して、罹患局所への施術ではな

く、遠隔部への施術を中心に治療を組み立てた。 

ア．鍼治療 

  陽性となった運動のなかで、太陽経に対応した運動（上肢屈曲、体幹

前屈、股関節屈曲）を行い、痛みの改善がみられた経穴に対して１寸０

２番鍼の浅刺置鍼を行った。使用経穴は、腕骨穴、天柱穴、飛揚穴であ

った。 

イ．運動鍼 

  上記の経穴と、奇穴の定喘穴に円皮鍼を貼付し、体幹の前屈、股関節

の屈曲をゆっくり 10 回程度行った。 

 

４ 治療期間と治療結果 

（１）治療期間 

 平成 23 年 10 月 12 日に１回行った。 

（２）治療効果の判定 

 坐位での体幹前屈動作について、患者が感じる痛みの強さを聞き取りに

て確認した。 

（３）治療結果 

 体幹前屈時の痛み、棘突起の圧痛には、治療直後もほとんど変化はみら
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れなかった。しかし、体幹の前屈、前斜屈、後屈、側屈については、治療

前に比べて可動制限が少なくなった。患者からは、坐位からの立ち上がり

時の痛みはあまり変わらないが、手すりを使わずに歩いても足が前に出し

やすくなったとの報告があった。 

（４）考察 

 治療の結果、腰の痛みは変化しなかったが、可動域および動作の改善が

みられた。痛みが変化しないなかで、動作の改善がみられた理由として、

患者にみられた可動域制限は、二次的な筋スパズムによるもので、腰部の

痛みによるものではなかったためと考える。腰部の痛みは、筋筋膜の損傷

という物理的な障害によって生じており、この損傷が他の部位の二次的な

筋スパズムを引き起こし、肩関節や股関節に、可動域制限が生じたものと

思われる。そのため、今回の経絡テストを用いた治療では、二次的な筋ス

パズムによる可動域制限のみが改善し、筋膜の損傷による痛みが残った、

と考える。 

 

 Ⅳ おわりに 
 今回は、筋・筋膜性腰痛が疑われる症例に対して、経絡テストを用いた

理療治療を行った。痛みの改善はみられなかったが、動作の改善はみられ

たことから、患者の QOL 向上にある程度寄与できたものと考えている。し

かし、使用鍼、刺鍼手技、使用経穴をさらに検討すれば、より良い効果が

得られたかもしれない。これらの比較を行えなかったことが残念であり、

今後の課題と考えている。 
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腰下肢痛に対する理療臨床 

 古川 美奈 

 

 はじめに 
 我が国において腰痛を自覚している人は多い。平成 22 年の国民生活基礎

調査では、男性では腰痛の有訴者率が最も高く、女性でも腰痛の有訴者率

は肩こりに次いで２番目に高くなっている。  

本センター臨床室において腰痛を主訴としている患者は、肩こりに次い

で２番目に多い。また、腰痛に伴い下肢の痛みやしびれなどを訴える患者

も少なくない。ここでは、腰下肢痛を呈する疾患の概要と腰下肢痛に対す

る治療を行った一症例について報告する。 

 

 症例 
１ 初診時の状況  
（１）症例  
 年齢：60 歳代  
 性別：女性  
 初診：平成 22 年 12 月 24 日  
（２）主 訴  
 右腰下肢の痛み  
（３）現病歴  

以前から何度もギックリ腰を繰り返していた。２年前に腰痛で動けなく

なり整形外科を受診したところ腰椎椎間板ヘルニアと診断された。その後、

４～５回ブロック注射の治療を受け、症状は改善した。しかし、今年の７

月にギックリ腰になり、それ以来痛みが続いている。特に、ここ１か月ほ

どは調子が悪い。  
（４）既往症  
 66 歳 腰椎椎間板ヘルニア 

（５）自覚症状  
 右の腰下肢に痛みがある。下肢は、特に下腿前面の痛みが強い。同一姿

勢の保持や歩行で増悪する。右下肢に触れると違和感がある。右足母趾の

しびれや、頚・肩のこりがある。  
（６）他覚症状  
 アライメント：平背、腰椎平低化  

筋緊張：僧帽筋上部線維、脊柱起立筋、腰方形筋、中殿筋  
 圧痛・硬結：肩井、腎兪、右（大腸兪、外大腸兪）  
 圧痛：小腸兪、膀胱兪、上髎、次髎、殿点、陽陵泉、右（足三里、上巨

虚、丘墟）、太衝  
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（７）検査結果  
 ＳＬＲテスト・母趾背屈力・底屈力テスト陰性  
（８）参考事項  
 毎日、朝晩痛み止めを服用している。時々腰部に湿布を貼っている。  
 毎日、ストレッチングをしている。  
 テニスをしていたが、今は休んでいる。  
 11 月ごろまでは、我慢しながらランニングをしていたが、今は休んでい

る。  
 
２ 治療方針                                 

 腰下肢の痛みの緩和、頚・肩こりの改善を目的に、温熱療法、鍼、あん

摩を行った。  
 
３ 治療法  
（１）ラドファンゴパック  
 頚部、背腰部  
（２）鍼  
 腎兪、左大腸兪、膀胱兪、次髎、殿点、陽陵泉、右丘墟に置鍼  
（３）圧痛点パルス  
 右（大腸兪－外大腸兪）１Hz 10 分 

 右（足三里－上巨虚）１Hz 10 分 

（４）あん摩  
 腰下肢を中心に全身  
 
４ 治療の経過・効果  
 平成 22 年 12 月から平成 23 年５月まで月３回のペースで 16 回治療を行

った。治療後は、症状が軽快するが、無理をすると増悪するというパター

ンを繰り返していた。しかし、治療開始前より悪くなることはなく、比較

的良い状態を保っている。  
1 回目 

治療直後は、他覚的に筋緊張が緩和したが、自覚症状に変化はみられな

かった。 

２回目 

前回の治療後から２日後までは変化がなかったが、３日後から痛みがほ

とんど気にならなくなり、台所仕事などでも休むことなく立ち続けること

ができた。しかし、１週間ほど前に久しぶりにテニスを２時間ほどしたた

めふたたび腰下肢痛が出現した（初診時よりはつらくない）。手足の冷え、

右足の跛行もみられた。 

治療後は、腰下肢痛は変わらないが、体全体が軽くなった。また、右足

の跛行もなくなっていた。 

太衝、右伏兎に鍼を追加した。 

３回目 

 前回治療後は、初回治療後のような劇的な変化はなかった。しかし、台
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所仕事では 30 分ほど立ち続けられるようになった。  
４回目  

 良い状態が続いており、日常生活で痛みはほとんど気にならず、台所仕

事などは休まずにできる。雪道を歩いた後は増悪する。ここ５日間ほど痛

み止めは飲んでおらず、湿布も貼っていない。腰部の圧痛もやわらいだ。  
５回目  

 ５日前、テニスの試合中に両脚と足の指がつった。その後、孫の世話を

したために疲れが出た。テニスの試合後２～３日後に腰下肢痛が悪化した。

痛み止めの内服薬を飲んでも変化がないため医師にも飲まなくてもよいと

言われた。現在は、ボルタレンのジェルと湿布薬を処方してもらっている。

台所仕事で長時間立っていると腰下肢に痛みが出てくるが、以前のように

休むほどではない。スリッパを履くと右足の甲が痛む。腰部の圧痛が再び

出現した。  
 治療後は、スリッパを履くときの右足の甲の痛みと腰部の圧痛が軽減し

た。  
他覚的に筋緊張が緩和した。  
 右太衝、左足三里に鍼を追加した。  

６回目  
 前回治療後から症状は悪化している。少し歩いたり台所仕事で立ってい

たりするとすぐに腰下肢に痛みが出現する。２～３日前からは、座ってい

ても痛みが出るようになってきた。再び右腰部の圧痛も出てきた。  
８回目  

 安静時痛はないが歩き続けると痛みが出てくる。痛みが少しやわらいだ

ので湿布は貼っていない。  
９回目  

 安静時痛はない。500ｍ程歩くと右腰下肢が痛み出し、少し休まなければ

ならないが、小走りであれば２Km 程走り続けることができる。その後、痛

みもない。先月のテニスの試合直後のつらい状態からはかなり回復した。 

11 回目  
 先週、孫の世話で体を動かしたため、再び右腰殿部から下肢外側にかけ

て強い痛みが出現した。腰痛ベルトをしているが改善しない。安静時痛も

ある。  
 右（風市、伏兎）に鍼を追加し、右下腿鍼通電中に遠赤外線を照射した。  

13 回目  
 安静時痛は消失した。治療直後よりも翌日、翌々日の方が少し調子がよ

い。しかし、長時間の台所仕事はできない。５分以上歩き続けることもで

きない。右足の跛行がみられた。  
 治療後は、歩行時の姿勢が良くなり、右足の跛行もほとんどなくなった。  
 右中封に鍼を追加した。脾兪、小腸兪、右（足三里、上巨虚）にパイオ

ネックス 0.6mm を追加した。  
15 回目 

 少しずつ良くなってきており、安静時痛も完全になくなったわけではな

いが、１Km 程は休まずに歩けるようになった。 
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 小腸兪、胞肓に鍼を追加した。 

16 回目  
 かなり良くなっており、安静時痛もほとんど気にならなくなった。朝の

ウォーキングができるようになった。１時間くらいは休まずに歩ける。歩

きながら徐々に歩くスピードを落として調節しているので、歩き終わった

後も腰や脚がだるくなることはない。  
 
５ 考察  
 この症例は、腰椎椎間板ヘルニアが原因で腰部脊柱管狭窄症を発症した

ものと考えられる。治療によりある程度は症状が改善するが、テニスの試

合や孫の世話などが誘因となり症状が増悪している。しかし、治療を続け

るうちに、安静時痛が治まり、休まずに歩ける距離も徐々に増えた。  
 

 おわりに 
本患者はもともとスポーツが好きで、運動を続けたいという気持ちが強

い。治療者としては、これ以上負担をかけることなく、趣味のテニスを続

けながら、良い状態を維持できるように日常生活上のアドバイスをしてい

かなければならないと考えている。  
 
 

 《引用・参考文献》 
１）石井清一他：標準整形外科学 第８版．医学書院．2002 

２）松本 勅：現代鍼灸臨床の実際 改訂第２版．医歯薬出版．2009 

３）伊藤達雄、戸山芳昭監修：別冊 NHK きょうの健康 腰痛、肩こり、手

足のしびれ．日本放送出版協会．2004 
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北祐会神経内科病院マッサージ研修 

におけるマッサージ後のアンケート結果 

紺野洋二 柴﨑公平 中島史 中西芳宏 古川美奈 

 

１ 目的 

 北海道高等盲学校附属理療研修センターでは、平成 20 年度より北祐会神

経内科病院での理療研修会において神経難病患者に対するマッサージ施術

を行ってきた。個人差はあるが、マッサージをすることにより、痛みが軽

減したという感想もいただき概ね好評を得てきた。平成 22 年度はマッサー

ジの効果を客観的に検証してみたいと考え、STEF・握力・関節可動域など

の指標を用いて検査する機会を得た。その結果、マッサージ施術前と施術

後の患者の自覚症状の変化を調べることも必要だと考えた。 

 そこで今年度は、パーキンソン病に限らず、同病院の入院患者に対して

マッサージを行い、施術前と施術後の自覚症状の変化を記録し蓄積したい

と考えた。 

 

２ 期間 

 平成 23 年６月 15 日～11 月 10 日 

 

３ 対象 

 北祐会神経内科病院に入院中の神経難病患者 

 

４ 方法 

 アンケート用紙に、患者の年代、性別、疾患名、主訴、施術部位を記入

した。マッサージは一人につき 20 分から 30 分程度行った。また、施術前

後の自覚症状の変化をフェイススケールで示してもらった。 

 

※自覚症状の変化 

 ０：全くつらくない  １：ほとんどつらくない、 ２：軽度のつらさ  

 ３：中等度のつらさ ４：重度のつらさ、 ５：耐えられないつらさ  

※フェイススケールは以下のものを使用した。 

★数字に○をつけてください 
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５ 結果 

 のべ患者数は126人であり、男女の内訳は男性が49人、女性が76人、未回

答が１人だった。 

年代別では、30歳代が５人、40歳代が７人、50歳代が12人、60歳代が40

人、70歳代が48人、80歳代が10人、未回答が４人で全体の80％近くが60歳

代以上だった。 

疾患別の内訳は、パーキンソン病が76人で全体の約57％、脊髄小脳変性

症が17人、多発性硬化症が12人、その他が20人、未回答が１人だった。 

主訴の内訳は、腰痛・腰のだるさなどが70人で最も多く、次いで頚・肩

のこり、肩の痛みが41人、下肢の痛み・だるさが10人、その他が５人とな

っている。 

施術前後の自覚症状の変化については、軽快した人が109人で全体の約86.

5％だった。軽快した人のなかで施術後の自覚症状の程度が０になった人は

28人であった。増悪した人が１人、変化が見られなかった人が16人だった。

このことから、マッサージ施術は、神経難病患者の自覚症状の改善に一定

の効果があるものと考えられる。 

患者からも「楽になった」、「気持ち良かった」、「もっと長くもんで

もらいたい」など概ね良い感想を得ることができた。 

 最後に、アンケートにご協力いただいた北祐会神経内科病院の患者の皆

様、職員の皆様に厚くお礼申し上げる。 
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資料 
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理療研修センター臨床室 

患者アンケート結果 
 

１ 目的 

（１）患者の治療に対する評価を把握し、今後の臨床を考える。 

（２）患者の当センター臨床室利用の利点や短所を明らかにし、改善策を

検討する。 

（３）患者の鍼に対する意識を調査し、理療の普及啓発に役立てる。 

 

２ 方法 

（１）対象 

 平成 20 年４月１日から平成 23 年３月 31 日までに本センター臨床室にお

いて治療を受けた全患者を対象とする。 

（２）方法 

 目的に従ってアンケート用紙を作成し、アンケート用紙と返信用封筒を

同封して患者に郵送、または手渡しとする。 

 ア 患者は無記名とした。 

 イ 発送：平成 23 年６月１日 

     締切：平成 23 年６月 30 日 

 

３ アンケート内容と結果 

  アンケート送付数【446】 

  アンケート回収数【228】 

  回収率【51.1%】  

 ※アンケート回収数と質問の回答数が合わない項目があるが、その理由

は、「複数回答可」としていない質問に複数回答されたためである。 

 

１ あなた自身についてお答えください。  

問１ 性別 

（１）男性    83名   36.4％ 

（２）女性   145名    63.6％  

問２ 年代                       

（１）20代以下     3名     1.3％ 

（２）30代    17名    7.5％ 

（３）40代    37名    16.2％   

（４）50代    61名   26.8％  

（５）60代    56名      24.6％  

（６）70代    39名      17.1％ 

（７）80代以上    15名       6.6％ 



 

５９ 
 

問１と問２について 

患者の性別は女性が145人で63.6％を占めており、年代は50代が61人と最

も多く、全体の75％が50代以上だった。 

問３ 本センター臨床室を何でお知りになりましたか。 

総選択数【257】 

（１）盲学校を通して   62名   24.1％ 

（２）センター臨床室で治療を受けた人の

紹介 
  129名    50.2％ 

（３）一般公開講座に参加して    18名     7.0％  

（４）ホームページを見て    6名     2.3％ 

（５）他の治療院からの紹介    3名     1.2％ 

（６）近所なので知っていた   13名     5.1％ 

（７）その他   26名    10.1％ 

問３について 

 本センター臨床室で治療を受けた人からの紹介が最も多く、口コミの影

響が大きいことがうかがえる。 

問４ 本センター臨床室を選んだ動機は何ですか。（複数回答可）   

   総選択数【438】 

（１）よい治療が受けられると思った   170名   38.8％ 

（２）他の治療院より料金が安い   134名   30.6％ 

（３）どんな所か興味があった    44名   10.0％ 

（４）近くて便利    46名   10.5％  

（５）他に知っている治療院がなかった     15名    3.4％ 

（６）他の治療院が自分に合わなかった    12名    2.7％ 

（７）その他    17名    3.9％  

問４について 

本センター臨床室を選んだ動機については、「よい治療が受けられると

思った」が170名と最も多く、患者の期待が大きいことがわかる。 

問５ 本センター臨床室で治療を受けて症状はどのように変化しましたか。

総選択数【243】  
（１）すっかり症状が改善した    33名   13.6％ 

（２）かなり症状が改善した   130名   53.5％ 

（３）やや症状が改善した   61名   25.1％ 

（４）変化がみられなかった   11名    4.5％ 

（５）悪化した    0名    0.0％ 

（６）その他    8名    3.3％ 

問５について 

程度の差はあるが「症状が改善した」という回答が224件で、90％を超え

ていた。 
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問６ 本センター臨床室に治療を受けに来る頻度をお答えください。 

総選択数【232】 

（１）週１回以上   19名    8.2％ 

（２）月２～３回程度   39名   16.8％ 

（３）月１回程度   24名   10.3％ 

（４）症状が気になったときだけ   45名   19.4％ 

（５）現在は治療を受けていない   105名   45.3％ 

問６について 

  現在は治療を受けていない人が半数近かった。 

問７ 現在、本センター臨床室で治療を受けていない理由をお答えくださ

い。（現在は治療を受けていない人のみ回答） 

総選択数【161】 

（１）症状がすっかり良くなったから   33名   20.5％ 

（２）症状が良くならなかったから   16名    9.9％ 

（３）治療時に不快な思いをしたから    1名      0.6％ 

（４）忙しくて、来ることができないから    34名   21.1％ 

（５）都合のいい時に予約をとれなかったから   22名   13.7％ 

（６）他の所で治療を受けているから   14名    8.7％ 

（７）その他   41名   25.5％ 

問７について 

「症状がすっかり良くなったから」、「忙しくて,来ることができないから」

などの理由が 20％を超えていた。その他として、「料金が高い」、「治療担

当者と相性が合わなかった」などの意見があった。 

問８ もし症状があれば、また本センター臨床室を利用したいですか。 

   （現在は治療を受けていない人のみ回答） 総選択数【143】 

（１）利用したい   116名   81.1％  

（２）利用しないと思う    11名    7.7％ 

（３）その他    16名     11.2％ 

問８について 

  80％以上の方が「利用したい」との回答であったが、その他には、「治療

担当者が変わったら利用したい」などの意見があった。 

問９ 次のうち、本センターの治療以外で現在利用しているものがあれば

お答えください。（複数回答可） 総選択数【273】   

（１）盲学校臨床室   18名    6.6％ 

（２）整形外科    45名   16.5％ 

（３）あん摩マッサージ指圧治療院    40名   14.7％ 

（４）はりきゅう治療院    19名    7.0％ 

（５）整骨院    18名    6.6％ 

（６）整体・カイロプラクティック    17名    6.2％ 

（７）痛み止めや湿布薬を使っている    84名   30.8％ 

（８）その他    32名   11.7％ 
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問９について 

本センター以外の利用は多様であった。その他として、「温泉に入る」、

「中国鍼・在宅鍼灸治療院」、「ブロック注射」などの回答があった。 

２ 本センター臨床室について、以下の質問にお答えください  

問１ 本センター臨床室の長所は何ですか。（複数回答可） 

総選択数【531】 

（１）近くて便利   68名   12.8％ 

（２）予約制なので便利   130名   24.5％ 

（３）消毒・衛生面で安心    90名   16.9％ 

（４）治療室の設備が良い    70名   13.2％ 

（５）料金が安い   147名   27.7％  

（６）その他    26名    4.9％ 

問１について 

「予約制なので便利」、「料金が安い」が20％以上となっており、その他

では、「治療が上手」、「職員が信頼できる」、「安心感と親しみがもて

る」などの意見もあげられていた。 

問２ 本センター臨床室の短所は何ですか。（複数回答可） 

総選択数【228】 

（１）遠くて不便   84名   36.8％  

（２）予約が取りにくい    63名   27.6％ 

（３）消毒・衛生面で不安     1名    0.4％ 

（４）治療室の設備が良くない     0名    0.0％ 

（５）料金が高い    11名     4.8％ 

（６）治療の時間帯が不便    49名    21.5％ 

（７）その他    20名     8.8％ 

問２について 

 最も多かったのが「遠くて不便」だったが、その次に「予約が取りにく

い」が多く、［意見・要望］にも予約に関する意見が多く寄せられた。 

３ 本センター臨床室の治療者について、以下の質問にお答えください。 

問１ 治療者はあなたの話を理解しましたか。 総選択数【233】 

（１）とてもよく理解していた   101名   43.3％ 

（２）よく理解していた   113名    48.5％  

（３）普通    18名      7.7％ 

（４）あまり理解していなかった     1名     0.4％ 

（５）まったく理解していなかった    0名     0.0％ 

問１について 

 90％以上が「とてもよく理解していた」、「理解していた」という回答

だった。 

 

 
 
 



 

６２ 
 

問２ 治療者からの病気や治療に関する説明はわかりやすかったですか。 

総選択数【246】 

（１）大変わかりやすかった   95名   38.6％ 

（２）わかりやすかった   113名   45.9％  

（３）普通    38名   15.4％ 

（４）あまりよくわからなかった     0名    0.0％  

（５）まったくわからなかった     0名      0.0％ 

問２について 

 「大変わかりやすかった」、「わかりやすかった」の回答が80％以上と

なっているとともに、治療者からの説明がわからなかったという回答はな

かったことから、患者へのインフォームドコンセントができていたと思わ

れる。 

問３ 治療者の治療技術に満足しましたか。 総選択数【239】  

（１）大変満足   89名   37.2％ 

（２）満足   114名   47.7％ 

（３）普通    34名   14.2％ 

（４）不満     1名    0.4％ 

（５）大変不満    1名      0.4％ 

問３について 

 「大変満足」と「満足」を合わせると80％以上となり、多くの方から治

療に満足したという回答を得られた。 

４ あなたのはりに対する意識についてお答えください。 

問１ はり治療を受けた経験がある方にお聞きします。 

 あなたがはり治療を経験する前は、はり治療に対してどのようなイメー

ジをもっていましたか。（複数回答可） 総選択数【298】  

（１）痛そうで怖かった    100名   33.6％   

（２）効果がありそうだと思っていた    134名   45.0％ 

（３）効果は期待していなかった     27名    9.1％ 

（４）衛生面で不安を感じていた     34名   11.4％   

（５）その他       3名    1.0％ 

問２ はり治療を受けた経験がある方にお聞きします。 

 あなたのはり治療に対する意識をお答えください。総選択数【175】 

（１）効果があるので、恐怖感なくはり治療を受け

ている 
  138名  78.9％ 

（２）効果があるので、恐怖感はあるが我慢しては

り治療をうけている 
   28名  16.0％ 

（３）効果が実感できないので、できれば今後は受

けたくない 
   9名   5.1％ 

（４）その他    0名   0.0％ 

 
 
 



 

６３ 
 

問３ はり治療を受けた経験がない方にお聞きします。 

 あなたがはり治療を受けない理由をお答えください。（複数回答可） 

総選択数【53】 

（１）痛そうで怖い   20名  37.7％ 

（２）衛生面で不安を感じる     5名   9.4％ 

（３）あん摩・マッサージ・指圧が好きだから    22名   41.5％ 

（４）肌を露出したくない    4名   7.5％ 

（５）その他    2名   3.8％ 

問１、問２、問３について 

 はり治療を受けた後は、その効果を実感する人がほとんどだった。 

 はり治療の経験のない方は、はりに対するマイナスのイメージがいまだ

に根強くあることがわかった。また、はり治療を受けている方の中にも恐

怖感をもちながら我慢して治療を受けている方が少なからずいることもわ

かった。より多くの方にはり治療を安心して受けてもらうように、努力し

ていかなくてはならないと感じた。 

  回答者からの意見・要望について 

「研修センターを今後も続けてほしい」という要望が６件、「職員の対応

に好感が持てる」という感想も多数寄せられ、「期待以上に良い治療を受け

ることができた」という感想もあった。 

 一方で「もう少し痛い症状を治してほしかった」「治療プランと、治療の

成果をきちんと説明した上で週１回などの治療を実施された方が双方納得

できると思う」、「対応は良いがツボにはまっていなかったのか、時間をか

けたわりに効果がでなかった」などの意見もあった。  
 最も多かったのは、予約に関する意見であった。具体的には「とにかく

予約が取れない」、「特に、ここ１年の予約が全く取れない」、「予約がなか

なか取れないので、行くのをやめました」、「１週間に２回くらい受けられ

るようにしてほしい」、「以前は週に１度の予約が取れたのですが、今は月

に１度しかとれません」、「私の場合、長期治療になると思っていましたの

で、週１回は最低でも受けたいと思って通院を始めましたが、予約が取り

にくく月に 2 回では効果がないと思い現在は通院していません。」、「辛くて

受診したくても混んでいて、担当の先生との都合がつかず、何度も同じこ

とが続くとまた断られるのが怖くて電話できない」などの意見があった。

現在、本センター臨床室では、年間、のべ患者数を 1800 人程度にするため

に、指導員一人あたりの患者数を週７人以下に制限しており、このことが

予約に関する意見が多い原因と思われる。 

 今回のアンケートを行ったことで、患者の生の声を知ることができた。

アンケート結果を真摯に受け止め、より一層信頼される臨床室を目指して

所員一同努力していきたい。 

 
 
 
 


