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発刊にあたって 
 

                                      所長 伊藤 政勝 

 

昨年７月、文部科学省中央教育審議会初等中等教育分科会の特別支援教

育の在り方に関する特別委員会において、「共生社会の形成に向けたイン

クルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育の推進」と題した報

告書が示されました。報告書には、共生社会の形成や、就学相談・就学先

決定の在り方、障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的

配慮、多様な学びの場の整備、特別支援教育を充実させるための教職員の

専門性の向上など、大きく５点にわたって、今後、特別支援教育を具体的

に推進すべき内容が提言されています。  

 この報告書の内容を受け、特別支援学校においては、共生社会の形成を

目指すインクルーシブ教育の構築に向けて、これまで取り組んできた特別

支援教育をより一層充実させることが求められています。 

 そのような中で、特別支援学校に勤務する教員は、より一層の専門性を

身に付ける必要があり、盲学校において理療師を養成する本校では、理療

教育にかかる専門性を高める取り組みを進めることが必要です。  

 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症例の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ことができる内容と考え

ております。  

 今年度の研修講座は、当センターを会場に 18 講座、道内５地域で実施す

る地域研修講座を併せて 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きました。また、個々の症例報告では、所

員一人一人が課題意識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

して研究を進めました。さらに、昨年同様、北祐会神経内科病院の協力を

得て、神経難病患者に対する施術の効果に関するアンケートを実施してい

ます。今年度は、患者がアンケートに答えやすいよう工夫し、特定の疾患

に関する施術の効果を患者がどのように評価しているかについてまとめた

調査報告を掲載しています。  

 皆様には、本研究紀要をご一読いただき、理療研修センターの目的や活

動、研究等の成果の一端をご理解いただければ幸いです。  

 当センターでは、これからも、視覚に障害のある理療従事者が自己を磨

き、資質を高めることに役立てていただけるよう、研修講座の充実やより

実践的な臨床に関する研究を積極的に取り組んで参りたいと考えておりま

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（年４回）  

外部講師を招いて、「靴と健康」、「医療施設と衛生環境」に関する講

座を実施した。また、センター指導員が「骨盤・大腿・下腿の診察と機能

障害」、「リスク管理とヒヤリ・ハットレポート」をテーマとして、診察

に必要な基礎的な内容と診察手法や、理療施術の安全性についての講座を

実施した。例年、基礎講座として実施してきた「北海道マラソンボランテ

ィアマッサージ」は、大会規模が大きくなり物理的にマッサージブースが

確保できないため、実施できなかった。「関節運動学とモビライゼーショ

ン」をテーマとする講座に変更して、主要関節の構造と機能、運動操作に

関する内容で実施した。受講者数は、昨年度｛ 87 名）より、19 名減少した。  

イ 臨床講座Ⅰ（年３回）  

外部講師を招いて、「スポーツ障害の診断と治療」、「在宅リハビリテ

ーションと痛みのケア」、「ポジショナルリリースセラピーの理論と実際」

に関する内容の講座を実施した。受講者数は、昨年度（55 名）より、27 名

増加した。受講者の興味関心が高かったためと思われる。  

ウ 臨床講座Ⅱ（年２回）  

外部講師を招いて、「婦人科疾患の診断と治療」に関する講座を実施し

た。また、「しびれの診察と理療治療」、「婦人科疾患に対する理療治療」

をテーマとして、理療師が日常接する機会の多い疾患の診察から治療につ

いて、センター指導員による講座を実施した。受講者数は、昨年度（ 39 名）

より７名減少した。  

エ 東洋医学講座（年５回）  

外部講師を招いて、「伏見式経絡あん摩の実際」、「積聚治療の理論と

実際」、「経穴の臨床応用」、「太極拳の実際」をテーマとして講座を実

施した。センター指導員が、「お灸の基礎と臨床」をテーマにして、視覚

障がい者も行いやすいお灸治療についての講座を実施した。受講者数は、

昨年度（ 66 名）より、16 名増加した。治療にすぐに応用できる内容であっ

たためと思われる。  

オ 地域研修講座（年５回）  

「経絡テストと経絡ストレッチ」等をテーマとし、道内５カ所（旭川・

北見・岩見沢・函館・釧路）で開催した。今年度は昨年度より１講座少な

く、受講者が 32 名減少した。  

カ 理療研修講座（年２回）  

外部講師を招いて、「神経内科領域と鍼灸治療」、「カイロプラクティ

ックの理論と実際」に関する講座を実施した。受講者は、昨年度（ 54 名）

より、８名増加した。  
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キ 医学研修講座（年２回）  

外部講師を招いて、「放射線障害」、「眼科疾患の診断と治療」、「小

児科疾患の診断と治療」、「患者理解のための心理学」に関する講座を実

施した。受講者は、昨年度（ 65 名）より、２名増加した。  

 

今年度は、23 講座（地域研修講座５ヶ所を含む）を開催し、延べ 494 名

が受講している。  

センターで実施した講座の受講者は、１講座平均 21.8名（昨年度 20.3名）、

地域研修講座を加えた全体では 21.5 名（昨年度 20.8 名）と微増している。  

（資料１「講座別受講者数及び定員充足率」、資料２「平成 24 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

査を行っており、「大変良かった」と「おおむね良かった」を合わせると、

98.1％（回答率 65.9％）であり、良い評価を得ている。  

 

（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を計画したが、今年度は受講希望

者がいなかったため、実施していない。  

 

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。  

昨年度と同様に症例報告等を研究紀要としてまとめ、ホームページへの

掲載などを通して発表する。  

 

（１）臨床研修  

ア 研修テーマ  

昨年度と同様に、各自の研修テーマを設定するとともに、運動器疾患を

共通のテーマとした。毎年の課題として、運動器疾患以外の研修テーマに

合致した患者を振り分けることが困難な状況もあったが、今年度は、患者

の主訴以外の疾患・症状であっても、研修テーマとして取り組めるように

工夫した。  

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、自律神経疾患  

杉本：運動器疾患、消化器疾患  

中島：運動器疾患、スポーツ傷害  

古川：運動器疾患、婦人科疾患  

吉村（学部）：運動器疾患、皮膚科疾患  
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イ 症例検討会  

34 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実施している。  

ウ 患者数  

今年度の臨床日数は 232 日、延べ患者数は 1,782 名、日平均は 7.7 名で

ある。（23 年度は、臨床日数 231 日、延べ患者数 1,803 名、日平均 7.8 名）

（資料３ 平成 24 年度臨床研修患者数）  

エ 学部教員の臨床研修  

今年度は、１名の学部教員が週２回、臨床研修を行った。  

（今年度患者数延べ５８名）  

オ インシデント  

今年度は、35 件のインシデントが報告された。（昨年度同時期で 21 件）

内訳は、治療前のものでは、予約の不手際６件、治療中・治療後のもので

は、内出血・血腫４件、鍼の落下７件、ベッドからの転落１件、灸による

やけど等４件、指圧・揉捏による痛みの発生１件、ホットパックの温度設

定ミス１件、刺鍼中・施灸中の患者の体動５件、片付け時の鍼刺し事故１

件、鍼箱の置き間違い１件、鍼の入れ間違い１件、施術中の患者の姿勢に

関しての患者からの指摘１件、領収書等の記載ミス１件などであった。  

 

（２）調査研究・症例研究  

指導員の研修テーマに沿って臨床研修に取り組み、その成果を症例研究

としてまとめている。  

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研修を、 12

月までに 12 回（昨年度は６ヶ月で 12 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。また、マッサージ研修と並行

して「パーキンソン病患者の便秘症状にマッサージが及ぼす効果について」

というテーマで共同研究を行っている。２月には医師による筋萎縮性側索

硬化症の講義を受けた。  

 

（３）研究・研修成果の普及  

ア 研究紀要等  

指導員の症例報告は、研究紀要やホームページへ掲載するなどして発表

する。また、今年度北祐会神経内科病院の患者に対して行ったアンケート

の結果についても、研究紀要に掲載する。  

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、生徒、教員ともに実技力の向

上を図ることを目的として放課後の時間帯に行った。「便秘の治療」、「夏

バテの予防・治療」、「月経困難症、更年期障害の治療」、「冷え症の治

療」をテーマに４回行った（延べ参加者数 24 名）。 
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（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、効果的な活用と情報

の提供に取り組んだ。  

 

３ 相談・支援事業  

 

理療従事者を対象として理療に関する技術指導および相談、情報提供を

行った。  

 

（１）臨床技術指導  

今年度の長期研修者（３か月以上）は２名であり、あん摩実技力向上と

就職・開業を目的に、それぞれ週１回の技術研修を行った。  

Ａ研修生 担当者１名 研修回数 44 回  

Ｂ研修生 担当者１名 研修回数 38 回  

 

（２）来所および電話相談  

電話による相談は 12 件あり、相談内容としては、疾患の治療法や研修に

関する問い合わせなどであった。  

 

（３）巡回相談  

地域研修講座において理療相談を実施したが、今年度の相談はなかった。 

 

（４）機関誌等の発行、資料提供  

ア 半期講座案内及び機関誌「ひびき」の発行・発送  

発行月日 24 年９月 26 日・25 年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 1,249 カ所 

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

ターなどに送付するとともに（ＦＡＸ含む）、ホームページに掲載してい

る。  

 

４ 理解・啓発事業  

 

地域住民を対象として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「体質別ツボレシピ  ～このツボがあなたのビタミン剤～」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、札幌市北区民センター、

札幌市厚別区民センターで実施した。旭川、帯広、函館については、旭川

市障害者福祉センター、帯広市市民活動交流センター、函館市総合福祉セ
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ンターで実施した。  

広報活動は、開催各市の名義後援を得て、各地域にポスター、リーフレ

ットの掲示・配布を依頼し、新聞への掲載も行った。希望者には、講座開

催の案内葉書を送付した。  

受講者数は、札幌１回目 36 名、２回目 37 名、３回目 36 名で計 109 名（昨

年度は３回開催で 107 名）、旭川 16 名（昨年度 15 名）、帯広 50 名（昨年

度 29 名）、函館 39 名（昨年度 40 名）であった。帯広では、「広報おびひ

ろ」に初めて記事を掲載してもらったり、開催日よりもかなり早い段階か

ら新聞に掲載してもらったりしたことで、大幅な受講者の増加につながっ

たと考えられる。旭川に関しては、新聞に掲載したが、なかなか受講者が

増加しない状況であり、来年度は「こうほう旭川市民」に掲載を依頼する

ことを考えている。受講者層は、どの開催地域でも 60～ 70 歳代が中心で、

女性が多い状況となっているが、今年度は、男性の増加がみられた。  

 

（２）理解・啓発用「げんき通信」の作成  

今年度も年３回発行した。第 18 号（６月発行）では、東洋医学の病床論

を、女性の関心の高いアロマテラピーにからめて紹介し、より身近に東洋

医学を感じてもらえるように心がけた。第 19 号（９月発行）では、手軽に

できるツボ療法として、手のツボを取りあげ、手という狭い部位だけでも

数多くのツボがあることを紹介した。第 20 号（２月発行）では、手のツボ

に引き続き、足のツボを取り上げ、また、足裏療法（リフレクソロジー）

についても紹介した。  

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、ホームページを全面的にリニューアルした。レイアウトを視覚

障がい者にも見やすい形にし、ソースコードを書き直し、読み込みの軽量

化を図った。日常的な更新では、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、「ひびき」と「研

究紀要」のＰＤＦ版を掲載した。ホームページを見ることができない人に

も、同様の情報を伝えられるよう、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。  

臨床患者や一般公開講座の参加者の中には、「ホームページを見ました」

という人もいた。  

アクセス数は、４月１日から３月末日の期間で、今年度 2,671 件（昨年

度 3,843 件）となっており、アクセス総数は３月末日現在 13,051 件となっ

ていた。  

イ 講師派遣  

今年度、講師派遣の依頼はなかった。  
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資料１ 講座別受講者数及び定員充足率  

 定員  21 年度  22 年度  23 年度  24 年度  増減(前年比) 

基礎講座  各 30 75 83 87 68 －19 

62.5％ 69.2％ 72.5％ 56.7％  

臨床講座Ⅰ  各 30  83 79 55 82 ＋27 

92.2％ 87.8％ 61.1％ 91.1％  

臨床講座Ⅱ  各 30  50 48 39 32 －７ 

83.3％ 80.0％ 65.0％ 53.3％  

東洋医学講座  各 30  122 79 66 82 ＋16 

81.3％ 52.7％ 44.0％ 54.7％  

理療研修講座  各 100  88 59 54 62 ＋８ 

44.0％ 29.5％ 27.0％ 31.0％  

医学研修講座  各 100  69 55 65 67 ＋２ 

34.5％ 27.5％ 32.5％ 33.5％  

地域研修講座  各 30  152 120 133 101 －32 

84.4％ 80.0％ 73.9％ 67.3％  

計  639 523 499 494   

※上段が参加者数、下段が定員充足率を示す。  

※地域研修講座は、隔年の十勝三療研修会を含めている。（21・23 年度） 
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資料２ 平成 24 年度 研修講座実施状況  

月  日  曜  日  講  座  名  テ  ー  マ  受講者数  

４月  21・ 22 日  土・日  第１回基礎講座  「骨盤・大腿・下腿の診察と機能障害」  

センター指導員   

15 名  

５月  20 日  日  第１回東洋医学講座  「経絡あん摩の実際」  

 東洋鍼灸専門学校  

  講師  伏見富士子先生  

25 名  

６月  ２・３日  土・日  第２回基礎講座  「靴と健康」  

 アルファ美輝  

  代表取締役  木田倫子先生  

21 名  

「足の診察と機能障害」  

センター指導員   

17 日  日  第２回東洋医学講座  「積聚療法の理論と実際」  

 水月鍼灸院  院長  鈴木いずみ先生  

９名  

23・ 24 日  土・日  第１回臨床講座Ⅰ  「スポーツ障害の診断と治療」  

 北海道大学大学院医学研究科機能再生

医学講座  講師  北村信人先生  

24 名  

「スポーツ障害に対する理療治療」  

センター指導員   

７月  ８日  日  第１回医学研修講座  「放射線障害」  

 北海道がんセンター  

  院長  西尾正道先生  

46 名  

「眼科疾患の診断と治療」  

 勤医協札幌病院  

  眼科副科長  永井春彦先生  

29 日  日  第１回理療研修講座  「神経内科領域と鍼灸治療」  

 水嶋クリニック  院長  水嶋丈雄先生  

27 名  

８月  18・ 19 日  土・日  第２回臨床講座Ⅰ  「在宅ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝと痛みのケア」  

 札幌山の上病院ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科  

   加藤新司先生  

34 名  

「在宅マッサージの実際」  

センター指導員   

26 日  日  第３回基礎講座  「関節運動学とモビライゼーション」  

センター指導員   

17 名  

９月  ９日  日  第３回東洋医学講座  「経穴の臨床応用」  

 東京衛生学園専門学校中医学研究所  

  所長  兵頭明先生  

26 名  

30 日  日  第３回臨床講座Ⅰ  「ﾎﾟｼﾞｼｮﾅﾙﾘﾘｰｽｾﾗﾋﾟｰの理論と実際」  

 くつぬぎ手技治療院  

  院長  沓脱正計先生  

24 名  

10 月  ７日  日  北見地域研修講座  「経絡テストと経絡ストレッチ」  

センター指導員   

17 名  

道北地域研修講座  24 名  
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 28 日  日  道央地域研修講座  「経絡テストと経絡ストレッチ」  

センター指導員   

16 名  

11 月  ３・４日  土・日  道東地域研修講座  「自律神経障害に対する理療治療」  

センター指導員   

17 名  

４日  日  道南地域研修講座  「経絡テストと経絡ストレッチ」  

センター指導員   

27 名  

11 日  日  第２回理療研修講座  「カイロプラクティックの理論と実際」  

 ホリスティックヘルス大谷治療院  

  院長  大谷素明先生  

35 名  

12 月  １・２日  土・日  第１回臨床講座Ⅱ  「しびれの診察と理療治療」  

センター指導員   

15 名  

16 日  日  第４回東洋医学講座  「太極拳の実際」  

 中国武術練精會代表  川村賢先生  

10 名  

「症例検討会」  

センター指導員   

１月  19・ 20 日  土・日  第４回基礎講座  「医療施設と衛生環境」  

 札幌徳洲会病院  

  感染管理認定看護師  上戸暢子先生  

17 名  

「リスク管理とﾋﾔﾘ・ ﾊｯﾄﾚﾎﾟｰﾄ」  

センター指導員   

２月  ２・３日  土・日  第２回臨床講座Ⅱ  「婦人科疾患の診断と治療」  

 札幌医科大学医学部産婦人科学講座  

  助教  久野芳佳先生  

17 名  

「婦人科疾患に対する理療治療」  

センター指導員   

17 日  日  第２回医学研修講座  「小児科疾患の診断と治療」  

 札幌徳洲会病院  

  小児科医長  大島美穂先生  

21 名  

「患者理解のための心理学」  

 札幌学院大学人文学部臨床心理学科  

  教授  葛西俊治先生  

３月  ３日  日  第５回東洋医学講座  「お灸の基礎と臨床」  

センター指導員   

12 名  
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資料３ 

１ 平成 24 年度 臨床研修患者数 

月 延べ患者数  男 性  女 性  臨床日数  

4 月 149(76) 37(20) 112(56) 18 

5 月 151(79) 48(25) 103(54) 19 

6 月 156(81) 47(25) 109(56) 21 

7 月 158(85) 47(26) 111(59) 18 

8 月 157(81) 46(24) 111(57) 22 

9 月 145(80) 40(22) 105(58) 19 

10 月 158(88) 41(24) 117(64) 21 

11 月 143(81) 37(23) 106(58) 20 

12 月 148(83) 42(23) 106(60) 19 

1 月 135(75) 38(23) 97(52) 19 

2 月 152(77) 49(26) 103(51) 19 

3 月 130(70) 32(18) 98(52) 17 

計 1,782(192) 504(60) 1,278(132) 232 

※（ ）内は実患者数  

 

２ 主訴別実患者数             ３ 居住地域別実患者数  

順位 主  訴  人数  順位 居住地域  人数 

1 肩のこり  71  1 中央区  81 

2 腰の痛み  38  2 豊平区  27 

3 肩関節の痛み  7  3 南区 18 

4 膝関節の痛み  6  4 手稲区  13 

5 腰の重だるさ  5  5 東区 12 

5 肩の痛み  5  6 白石区  11 

7 下肢の痺れ  4   その他  30 

7 背中のこり  4   計 192 

 その他  52     

 計 192     

 

４ 患者状況比較  

 21 年度  22 年度  23 年度  24 年度  

臨床日数(日) 226 228 231 232 

初診数(名) 118 73 57 52 

再診数(名) 107 119 75 73 

延べ数(名) 1,798 1,811 1,803 1,782 

日平均(名) 8.0 7.9 7.8 7.7 

平均年齢(歳) 59.5 60.7 58.0 58.6 

男性数(名) 559 469 514 504 

女性数(名) 1,239 1,342 1,289 1,278 
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骨盤位（逆子）の鍼灸治療 

紺野 洋二 

 

 Ⅰ はじめに 
本年度、筆者は「婦人科疾患に対する理療治療」というテーマで講義を

行い、その中で骨盤位（逆子）治療について、筆者の経験を交えて講義し

た。講義を行うにあたり、多くの文献を参考にしたが、調査が進むたびに

その奥深さを知り、今まで骨盤位治療を安易に考えていたことを実感する

ばかりであった。学校教育においても、逆子の灸として、右至陰は紹介さ

れてはいるが、施灸方法やリスク管理などの説明は全くと言ってよいほど

なされていない。  

 今回、筆者の反省もふまえ、骨盤位の鍼灸治療に対し、最低限知ってお

くべき知識をまとめてみることとする。  

 

 Ⅱ 現代医学における骨盤位 
１ 骨盤位の一般  

 骨盤位は、一般に妊娠 28 週で診断されるが、分娩時には、そのほとんど

が頭位となって自然分娩となる。我が国では、妊娠 37 週の時点でも骨盤位

が矯正されない場合、分娩時のリスク（表１）の回避や、医療訴訟の増加

といった背景から、帝王切開が行われることが多い。  

 

表１  骨盤位での分娩による主なリスク  

(1) 早期破水 

(2) 微弱陣痛 

(3) 分娩の遷延 

(4) 早期胎盤剥離 

(5) 股関節脱臼 

(6) 周産期死亡率の上昇  

 

 骨盤位の頻度は、妊娠 20 週前後で 50～70％、妊娠 20～27 週で 35％、妊

娠 28～31 週で 16％、妊娠 32～35 週で 10％といわれ、最終的に帝王切開に

なるのは３～５％である。  

 骨盤位の種類としては、単殿位、複殿位、膝位、足位、側位に大別され

る。頻度としては、単殿位と複殿位で 70％程度を占めている。単殿位や複

殿位であれば、経腟分娩が実施されるケースもあるが、膝位や足位、側位

では帝王切開が実施される。  
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２ 産婦人科における骨盤位治療  

 産婦人科における骨盤位の治療法としては、外回転術と胸膝位（逆子体

操）の指導が行われる。外回転術は、熟練した技術が必要であるとともに、

臍帯巻絡や早期胎盤剥離のリスクを伴うことから、どの施設でも実施でき

るものではない。また、外回転術の矯正率は、 50％前後といわれている。

胸膝位は、どの施設でも指導されており、矯正率は 80％程度といわれてい

る。しかし、胸膝位は、子宮収縮を起こす可能性があることから、切迫早

産のリスクを伴う妊婦には禁忌である。また、 80％という矯正率のエビデ

ンスは存在しない。  

 2008 年の板橋中央総合病院の胸膝位の有効性に関わる研究において、胸

膝位を指導していた 2002～2004 年の骨盤位による帝王切開の率は 3.03％

であり、胸膝位を指導しなかった 2005～2007 年の骨盤位による帝王切開の

率は 2.38％と報告している。この研究からは、胸膝位指導の有効性は認め

られず、むしろ胸膝位をしない方が骨盤位の矯正がなされている。  

 

 Ⅲ 現代日本における骨盤位の鍼灸治療 
１ 妊婦に対する鍼灸治療の危険性  

 妊婦への鍼灸治療を行うにあたり、最も注意しなければならないのは、

流産と胎児発育への影響である。古典にみられる妊婦への禁忌穴としては、

石門、合谷、三陰交、崑崙、肩井、乳中、乳根などがある。特に合谷と三

陰交に関しては、堕胎の可能性があることにふれている文献が多く、この

２穴は、満期においては分娩促進の経穴としても用いられている。その一

方で、1983 年の中国での鍼灸治療においては、妊婦 50 名に対し、合谷と三

陰交を用いて、堕胎治療を行ったところ、全例流産しなかったと報告され

ている。  

 また、医心方巻二十二には、妊娠月と禁忌経絡との記載があり、妊娠 10

ヶ月間に対し、木・火・土・金・水の経絡の順に禁忌経絡が配当されてい

る。つまり、妊娠１ヶ月目の禁忌経絡は肝経であり、２ヶ月目は胆経、３

ヶ月目は心経、４ヶ月目は小腸経、５ヶ月目は脾経、６ヶ月は胃経、７ヶ

月目は肺経、８ヶ月目は大腸経、９ヶ月目は腎経、そして 10 ヶ月目は膀胱

経が禁忌経絡である。  

 古典が書かれた時代の鍼灸治療と、日本の鍼灸治療の現状を比べれば、

鍼の太さも衛生管理の状況もかなり異なっている。治療院に来院可能な妊

婦に関しては、現在日本で一般に行われている鍼灸治療を実施しているか

ぎり、妊婦や胎児への危険性は少ないと考えられる。  

 

２ 鍼灸治療による骨盤位の矯正率  

 鍼灸治療による骨盤位の矯正率は、各治療家によって 60％から 90％まで

とかなりの幅がある。ちなみに平沼公代氏は、骨盤位の矯正率は 49 例中 39

例（ 79.5％）であったと報告している。また、治療開始時期による骨盤位

の矯正率は、妊娠 27 週から 32 週にかけては 90％以上の矯正率であり、33

週から 35 週では 81.2％、36 週以上になると 40.0％に低下すると報告して
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いる。  

 骨盤位が矯正しにくい要因としては、臍帯が胎児にからみついていたり

（臍帯巻絡）や、臍帯が短い場合（臍帯短絡）がある。また、骨盤位の種

類でも、足位や側位、強度にはまりこんだ殿位では、骨盤位の矯正は困難

である（表２）。  

 

表２  骨盤位の矯正がしにくい要因  

(1) 臍帯巻絡 

(2) 臍帯短絡 

(3) 胎児の位置異常（膝位・足位・側位など） 

(4) 子宮奇形（双角子宮・中隔子宮など）  

(5) 子宮筋腫 

(6) 過少羊水 

(7) 腹部緊満感 

 

３ 鍼灸治療のリスク管理  

 妊婦治療で最も留意しなければならないのは、切迫早産の惹起である。

不規則な腹部緊満感や腰痛、出血を伴う帯下などがある場合は、切迫早産

の可能性がある。また、医師から胸膝位を指導されていない場合も、切迫

早産のリスクを抱えている可能性がある。そのため、リスク管理の観点か

らも、妊娠中、どのような症状があったか、医師からどのような指導を受

けているか、問診で確認することは必須である。  

 以下に主な確認事項を列挙する。  

（１）内服薬の指導：全く薬が処方されていない妊婦もいるが、その一方

で子宮筋弛緩薬を１日何錠と指導されている妊婦もいる。代表的な子宮筋

弛緩薬はウテメリンだが、副反応や妊婦の持病（頻脈、高血圧、甲状腺機

能亢進症等）の関係から別の子宮筋弛緩薬が処方される妊婦もいる。  

（２）腹部緊満感の状態：不規則にくり返す腹部緊満感があっても、自然

消退する場合もあれば、陣痛様の強い痛みに進行する場合もある。腹部の

痛みが比較的軽症でも、子宮口が開いている場合は、破水する場合がある。  

（３）子宮口の開きの状態：腹部緊満感があっても、子宮口が開いていな

ければ、早産の可能性は少ない。子宮口が２ cm 以上開いていれば、早産の

可能性がある。  

（４）安静指導：外出をひかえる程度の指導から、家事の全ての禁止と骨

盤高位の寝たきりを指導される場合まである。  

（５）妊娠による入院の有無：切迫早産の症状が重篤な場合、入院による

子宮筋弛緩薬の点滴が行われる。過去に切迫早産による入院の経験があれ

ば、早産のリスクは、一般の妊婦より高くなる。  

（６）既往歴：妊娠高血圧症候群、糖尿病合併妊娠、甲状腺機能亢進症、

心疾患、IUGR などは、ハイリスク妊娠の原因となる。  
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４ 治療開始時期と治療回数  

 辻内敬子氏は、鍼灸治療による骨盤位の矯正率は、初産婦は妊娠 32 週で

68.2％、妊娠 33 週では 51.7％と報告している。このことから初産婦は妊娠

32 週以前の鍼灸治療の開始が望ましいとしている。また、経産婦では妊娠

35 週と妊娠 36 週との間に骨盤位の矯正率に有意差があったとして、経産婦

では妊娠 35 週以前の鍼灸治療の開始が望ましいとしている。ただし、妊娠

24～27 週の時点で骨盤位を矯正したとしても、再び骨盤位になることもあ

る。  

 羊水量は、妊娠８週から増加し始め、妊娠 33 週に最大になり、それ以降

は横這いか若干の減少がみられる。このことからも、一般的には妊娠 28～

32 週での治療が望ましいと思われる。  

 平沼公代氏は、治療回数に関して、初診の治療で 59.0％、２回目の治療

で 35.9％の妊婦の骨盤位が矯正したと報告している。その他の治療家の報

告においても、１～２回の治療で骨盤位が矯正しているケースが多い。そ

のことからも、治療回数を重ねることで、骨盤位の矯正がなされるわけで

はないことがうかがえる。  

 

Ⅳ 骨盤位の鍼灸治療の方法  

１ 妊婦の体位  

 妊婦の治療体位は、患者が最もリラックスできる体位が望ましい。仰臥

位であれば、膝伸展位は腰部が苦しいことが多い。また、妊娠後期では、

仰臥位低血圧症候群を起こす妊婦もいるので、その場合は側臥位で施術す

る。  

 

２ 使用経穴  

 使用経穴は、各治療家によって、太衝や命門、合谷などの経穴を用いる

場合もあるが、共通して使用される経穴は、至陰と三陰交であり、この２

穴で十分効果が出せるようである。至陰に関して古典では、右の至陰を使

用することを推奨しているが、左右のどちらの至陰が優位に効能があるか

についての研究報告はない。  

 

３ 施術方法  

 施術方法としては、左右の至陰と三陰交に直接灸を施灸する。三陰交に

関しては、灸頭鍼を実施する場合もある。施灸手順としては、まず三陰交

から始め、次に至陰に施灸するケースが多い。これは三陰交の方が熱刺激

に強い部位にあること、至陰が子宮に直接働きかける穴性があるのに対し、

三陰交は子宮および生殖活動全般に働きかける穴性であることに由来する

ものと思われる（表３）。  
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表３  妊娠周期と施灸の壮数の目安  

妊娠周期  直接灸の壮数  灸頭鍼の壮数  

30 週以前  ７  ５ 

31～33 週 10 ７ 

34～37 週 15 10 

38 週以降  20 15 

 

４ 施術上の留意事項  

 逆子治療に訪れる妊婦は、鍼灸治療が初めてのことが多いので、直接灸

の熱刺激に耐えられない場合がある。その時は、棒灸や間接灸といった、

よりソフトな刺激のものを使用するなど臨機応変な対応が必要である。  

 施術直後は、妊婦を 10 分程度横にしておいた方が良い。その理由の一つ

は、施術直後は、妊婦の頭がぼんやりしていたり、体がだるくなっている

場合があるためである。もう一つは、施術直後に胎児が回転することがあ

るためである。妊婦が横になる姿勢は、胎児の背部が上になる側臥位にす

る。これは胎児が回転する時は、前転で回転するためである。  

 

Ⅴ 家庭での灸治療について 
 週１回程度の鍼灸治療だけでは、なかなか骨盤位が矯正しない場合、妊

婦に家庭での灸治療を進める方法もある。また、妊娠中の心身の安定や、

苦痛の少ない分娩のためにも家庭での灸治療は有効と思われる。  

 指導内容としては、三陰交と至陰に対し、１日に間接灸では、３～５壮、

棒灸では５～10 分間程度施灸するように指導する。施灸する時間は、妊婦

が継続して施灸をしやすい時間でかまわないが、胎児が夜の８時から朝の

８時にかけて活発に動くことが多いので、夕方から就寝前にかけての施灸

が望ましい。  

 三陰交の施灸部位に関して、戸部明男氏は、脛骨の骨際に施灸するより

も、脛骨内側縁より３分ほど腎経のラインに寄った方が、分娩時の出血量

が少なかったと報告している。そのことからも、妊婦に三陰交の部位を指

導する時は、脛骨の骨際よりも、やや後方にした方が良いかもしれない。  

 

Ⅵ おわりに  

 一般の方々の理療へのニーズとしては、運動器疾患に対する治療が非常

に多いのが日本の現状である。アメリカや中国では、アレルギー疾患など

の内科疾患の治療に対するニーズも多く、日本における理療に関する啓蒙

活動の必要性を感じる。そのような中で、レディース鍼灸や女性専科を標

榜する治療院もみられるようになり、運動器疾患の治療以外での患者層の

開拓の動きもみられつつある。骨盤位の鍼灸治療も一般の方々に広く知ら

れるようになり、患者層の開拓の一助になることを期待したい。  
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未分化型脊椎関節炎患者に対する 

理療施術の一症例 

柴﨑 公平 

 

Ⅰ はじめに 
本症例は、未分化型脊椎関節炎の診断を受け、強直性脊椎炎の可能性も

示唆され、現在、病院での薬物療法を受けている患者に対する理療治療の

報告である。  

 

Ⅱ 未分化型脊椎関節炎について 
１ 概要  

 本疾患は、明らかな感染の因果関係もなく、リウマトイド因子が陰性と

なる血清反応陰性脊椎関節炎に分類されている。類似の徴候を示す疾患に

は、強直性脊椎炎などがあるが、国内での有病率は極めて低い疾患である。  

 

２ 病因・病態  

 不明な点が多く、なんらかの遺伝的素因に後天的な要因（細菌感染など）

が加わり免疫異常が生じた結果、発症すると考えられている。また、ヒト

白血球抗原（HLA B27）の陽性率が高く、その関与も疑われている。  

 炎症は、靭帯付着部から始まり、そこから連なる靭帯に炎症がおよんで、

ここに骨化が起こった結果、脊椎・関節の動きを悪くしていく。  

 

３ 症状  

 腰痛、仙腸関節痛、坐骨神経痛、胸部痛、時に股・膝・足関節などの痛

みや腫れで発症する。  

 疼痛部位は移動性があり、また、安静にしているより体を動かした方が

軽減するのが特徴である。  

 病状が進行すると、脊椎の動きが悪くなり、体を反らす、上を見上げる、

うがいをするといった動作に支障が出てくる。  

 

４ 診断  

 若年者で、全身のこわばりや疲労感、頑固に繰り返す腰痛や原因不明の

手足の関節炎のある場合には本疾患が疑われる。  

 血液検査：血沈、CRP で炎症反応、リウマトイド因子陰性  

 画像診断：仙腸関節炎像、脊椎椎体間の靭帯骨化像など。  

 

５ 合併症  

 虹彩炎、クローン病、潰瘍性大腸炎、乾癬、掌蹠膿疱症など。  
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６ 治療  

 薬物による鎮痛療法を行いつつ、積極的な運動療法を行う。  

 近年、関節リウマチなどに劇的効果をあげている生物学的製剤も有効で

あることがわかってきている。  

 

Ⅲ 症例 
１ 患者プロフィール  

 平成 24 年 12 月 初診  

 30 歳代、女性、プログラマー  

（１）主訴：背腰部のこわばり、痛み 

（２）病歴  

 昨年３月に食欲不振、嘔吐などの症状が起こり、その後、股関節・膝関

節・手指の関節などが痛みだした。原因不明のまま、整形外科等でボルタ

レンが処方されていたが、それも効果が低下してきた。  

 ５月に専門医を受診したところ、未分化型脊椎関節炎と診断され、強直

性脊椎炎の疑いも示唆された。現在、月に 1 回通院し、薬物療法を受けて

いる。  

 今月に入り、背腰部の痛み、倦怠感が増強してきているため、今回来所

した。  

（３）自覚所見  

ア．疼痛について  

 発生要因：動作時及び同一姿勢の保持で出現・増悪する。更衣動作、椅

子座位・臥位の保持等。  

 部位：全身にあると言ってよいが、特に背腰部・下肢に強い。  

 性質：鈍痛  

 程度：激しく痛むことがあり、仕事の関係で椅子座位の姿勢が長時間と

なるため、その後の疼痛が最も強い。  

イ．その他の愁訴について  

 全身倦怠感：痛みが強くなると倦怠感も強く感じる。  

 不眠：夜間に目が覚めると、その後痛みが気になり眠れなくなることが

ある。本疾患発症前より眠剤を使用している。  

 食欲不振  

 頭部・手部のほてり 

 足部の冷え  

（４）他覚症状  

 アライメント：腰椎前弯増強  

 筋緊張：左脊柱起立筋、ハムストリングス  

 圧痛・硬結：大椎（実痛）、腰陽関、大腸兪、左脾兪、左髀関（実痛）、

殷門  

 脈：沈、やや数、虚 

 尺膚：濇、萎え  

 腹診：やや虚軟、心窩に動悸  

 候背診：脾の部に著明な反応  

 切経：下腿腎経・肝経に著明な反応（冷え、陥下）  
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 上熱下寒：頭部から蒸気  

 浮腫：手足に著明  

（５）検査結果  

 CT、MRI：仙腸関節、アキレス腱部に炎症像  

 CRP：0.3（投薬前 1.8） 

 MMP3：陽性 

 RA：陰性  

 赤血球・リンパ球減少  

 血小板増多  

 健康チェック表  

  自律神経項目：９点  

  神経症性項目：１点  

  うつ状態項目：４点  

  その他の項目：11 点  

  合計：25 点 （中等症不定愁訴症候群）  

（６）既往歴  

 30 歳 子宮筋腫、卵巣の腫れ  

 34 歳 前庭神経炎  

37 歳 未分化型脊椎関節炎  

 

２ 治療  

（１）問題リスト  

ア．背腰部の疼痛・こわばり  

イ．全身倦怠感  

ウ．その他の愁訴  

（２）治療方針  

 気血の流れを改善し、日常生活に関連する疼痛の緩和と愁訴の改善を図

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、前腕・下腿の陽経、印堂、太谿、三陰交  

イ．灸  

 湧泉、失眠、脾兪、大椎  

ウ．あん摩  

 頚肩部、背腰部、下肢を中心に全身 

 

３ 経過  

 平成 24 年 12 月 13 日～平成 25 年３月７日まで、計８回の治療について

記載する。  

 

（１）第１回（12／13）  

 治療直後：動作時痛軽快、ほてり・冷え軽快、大椎・髀関の実痛消失。  
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（２）第２回（１／７）  

 自覚所見：疼痛・愁訴の軽快は治療直後のみだった。  

 疼痛は、座業等で増悪し、年末は辛かった。年末に胸肋関節炎が起こり、

ステロイドが処方された。  

 その他の愁訴については、変化なし。 

 他覚所見：初診時にみられた実痛性の圧痛は消失した。他、著変なし。 

 治療直後：動作時痛軽快、筋緊張緩和、ほてり・冷え軽快。  

※鍼施術により筋緊張は容易に緩和する感があり、初回よりもよくほぐれ

た感じがした。  

（３）第３回（１／24）  

 検査結果：１月の検査では、CRP が 4.8 に上昇し、これまでで最も高い値

だった。週２回 25 ミリのエンブレル皮下注を１回 50 ミリで使用すること

となった。  

 自覚所見：疼痛・愁訴の軽快は治療直後のみだった。動作時痛が強く、

広範囲なため歩行に杖を必要とした。  

 他覚所見：著変なし。  

 治療直後：動作時痛軽快、筋緊張緩和、ほてり・冷え軽快。  

（４）第４回（１／30）  

 自覚所見：動きが楽なのが２日程度続くようになった。疼痛は、腰部・

右下肢後側に強い。その他の愁訴については変化なし。  

 他覚所見：著変なし  

 治療直後：動作時痛軽快、筋緊張緩和、ほてり・冷え軽快。  

（５）第５回（２／７）  

 検査結果：２月の検査では、CRP が 0.2 に下がっていた。他、赤血球減少、

血小板増多  

 自覚所見：動きが楽なのは 2 日程度だった。疼痛の程度はピーク時（昨

年末）に比べると楽になってきている。仕事の後・夜間の痛みはある。そ

の他の愁訴は変化なし。  

 他覚所見：左脾兪の著明な圧痛・硬結が軽快してきている。  

 治療直後：動作時痛軽快、筋緊張緩和、ほてり・冷え軽快。  

（６）第６回（２／15）  

 自覚所見：疼痛・全身倦怠感が軽減した状態が続くようになって来た。

肩・背中の痛みが強い。ここ最近、眠れるようになってきた。食欲も出て

きている。ほてり・冷え・浮腫は感じている。  

 他覚所見：左脾兪の著明な圧痛・硬結がほぼ消失している。  

 治療直後：動作時痛軽快、筋緊張緩和、ほてり・冷え軽快。  

（７）第７回（２／25）  

 自覚所見：睡眠導入剤とアルコールの副作用と思われる精神錯乱が起こ

ったが 1 時間ほどで軽快した。その後、風邪症状が現れ、５日間ほど床に

伏したが軽快し、咳が続いている。頚・肩の痛みが強い。食欲あり、睡眠

不良。  

 他覚所見：脾兪の反応は前回より消失している。巨闕に反応。心窩・臍

上にやや冷え、肺の部に冷え、脾の部に熱感  

 治療直後：動作時痛軽快、筋緊張緩和、ほてり・冷え軽快。  
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（８）第８回（３／６）  

 検査結果：３月の検査では、 CRP が 0.4 だった。 

 自覚所見：仕事の量などに左右されるが疼痛・倦怠感共に比較的楽な状

態が増えてきている。４、５日前から寒気を感じ体調が優れない。体温が

いつもより低く 35 度台だった。最も気になるのは右下肢後側の痛みで、曲

げ伸ばしの際強く痛む。頭部・手部のほてりなし、足部の冷えあり、食欲

なし、睡眠不良。  

 他覚所見：著変なし。  

 治療直後：動作時痛軽快、筋緊張緩和  

 

Ⅳ 結果と考察 
１ 疼痛及び全身倦怠感の変化について  

初回治療時において、  

 疼痛・倦怠感が増強してきているとの訴えがあったこと  

 圧痛として著明な実痛が出現していたこと  

 その後の血液検査において CRP4.8 と著明な上昇がみられていたこと  

 これらのことから初回治療時は炎症の極期に入っていた時期と思われる。 

 炎症については薬物療法により速やかに軽快している。  

 初回治療より直後の疼痛緩和・全身倦怠感の軽快感はみられているが、

持続性に乏しく、治療直後のみだった。しかし、第４回の治療後から２日

程度持続すると訴えるようになり、第８回の治療では概ね週 1 回の治療を

継続していると比較的楽に過ごせるとのことである。  

 これらから鍼灸施術は、疼痛、全身倦怠感の緩和に有用だったと考えら

れる。  

 

２ 愁訴の変化について  

 初回治療時、著明な上熱下寒がみられ頭部から蒸気が立ち上っていた。

第２回の治療からはそこまでの著明な症状はみられていない。この著明な

上熱下寒も炎症の極期に関連していたものと思われる。  

 毎回の治療直後は、上熱下寒は緩和され手足の温度は近づく傾向にある

が、効果の持続性は乏しい。第８回の治療時のみ治療前の上熱下寒はみら

れなかった。  

 不眠と食欲不振については、治療開始より変化が安定していない。疼痛

以外にも心理的な面などからの影響も考慮するべきかもしれない。  

 

３ まとめ  

 疼痛及び全身倦怠感については、概ね週に１回の治療ができればある程

度軽快した状態が維持できている。  

 愁訴のうち、上熱下寒については、治療直後のみ軽快がみられるが持続

効果に乏しい。  

 

４ 今後の課題  

 疼痛及び倦怠感の緩和の持続時間の延長。  

 その他愁訴の軽快持続時間の延長。  
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Ⅴ おわりに 
 今回筆者は、本症例の治療を通じて未分化型脊椎関節炎の理療施術を初

めて行った。この疾患については、国内での症例数も少なく、文献を探し

ても数は少なく、疾患の把握にも苦慮する面があった。  

 運動器系の症状と共に自律神経系の愁訴もあり、合併症も多彩なため、

自覚症状の変化に細心の注意を払い、治療を進めなければならない面があ

った。また、炎症反応の動きを捉えながら、ドーゼにも細心の注意を払わ

なくてはならないことを痛感した症例であった。  
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トリガーポイントに対する理療治療  

杉本 公彦 

 

Ⅰ はじめに 
 運動器に関する「痛み」の考え方は様々である。その中で、 1983 年に

アメリカの医師 Janet G. Travell 氏と David G.Simons 氏が執筆した

『 Travell & Simons’  Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger 

Point Manual （筋筋膜性疼痛と機能障害 : トリガーポイントマニュア

ル）』にて発表されたのが、ＭＰＳの考え方である。痛みの根本は筋肉

にあり、それを治療することで症状を解消できるというものである。今

回、この考えに基づいて治療し、一定の成果を上げることができた症例

を報告する。  

 

Ⅱ トリガーポイントとＭＰＳ 
１  ＭＰＳ（筋筋膜性疼痛症候群）とは  

 筋を触診していると、圧迫によって痛みを生じる部位が存在する。こ

れを「圧痛点」と呼ぶ。圧痛点のうち圧迫した部位とは別の場所に痛み

が放散するところを発痛点（トリガーポイント）と呼ぶ。トリガーポイ

ントが引き起こす疼痛を主体とした一連の症状はＭＰＳ（筋筋膜性疼痛

症候群）と呼ばれるが、日本では認知度が非常に低く、患者はもちろん

治療者もそのことを知らずに対処するため、症状が慢性化するケースが

少なくない。  

 海外では学会も設立され研究が進められており、日本で出版されてい

るトリガーポイントに関する書籍は英語版の和訳が多い。日本人では整

形外科医の加茂淳氏らがＭＰＳに対して注意を喚起している。  

 ＭＰＳにおいては罹患筋から離れた場所にも痛みが放散するのが特徴

であるが、慢性化してくると複数のトリガーポイントが複雑に絡み合っ

て痛みを生じるようになり、主たる原因となるトリガーポイント（責任

トリガーポイント）を見つけ出すのに困難を生じることが多い。また、

原因は明らかではないが、脳が痛みを記憶してしまい容易には鎮痛でき

ない状態に陥るとされており、できる限り早期に発見し対処することが

望ましい。  

 また、これらの痛みはストレスとも密接に関係していると考えられて

おり、患者の肉体的・精神的疲労などに伴って痛みの程度が変化する場

合がある。  

 

２  トリガーポイントの診察  

 筋硬結のうち、強い痛みを感じる部位で、爪楊枝くらいの太さの索状
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硬結を触知する。できれば患者が症状として訴えている痛みのうち少な

くとも一部が再現することが望ましいとされる。自動運動や抵抗運動に

よりどの動作で痛みが出るかを検査し、その動作に関連する筋からトリ

ガーポイントを探す。トリガーポイントは筋の起始・停止部に生じるこ

とが多いが、筋腹にも出現することがある。トリガーポイントを解説し

た書籍には部位ごとの関連痛パターンがある程度図示されているが、典

型的パターンと一致しないケースや、痛みの部位や程度が移動する場合

もある。  

 

３  トリガーポイントに対する治療  

（１）鍼治療  

 トリガーポイントに対して置鍼を行う。触診により施術するトリガー

ポイントを決め、放散痛が生じる角度から刺入する。おおむね、30～ 45°

程度の斜刺で行うことが多い。施術の際にピクッとした筋収縮を感じる

か、あるいは患者が普段感じている症状の少なくとも一部が再現するこ

とが望ましい。  

（２）トリガーポイントマッサージ  

 トリガーポイントを特定し、短いストロークで一方向性に揉捏する。

長い時間圧迫しない方が、筋の循環が促進されるとされている。鍼施術

同様、患者が普段感じている症状の少なくとも一部が再現されることが

望ましい。  

 

Ⅲ 症例 
以下、トリガーポイントへの施術で症状が改善した例を示す。なお、

筆者が最初に治療を行った日の状況を初診時として記載している。  

 

１  症例：腰痛  

（１）初診時の状況  

ア．症例  

 年齢： 58 歳  

 性別：男  

 身長： 175 ㎝  

 体重： 75.8 ㎏  

 職業：教員  

イ．主訴  

 腰をまっすぐに伸ばすことができない、歩行するのがつらい。  

ウ．現病歴  

30 年以上前に重たいものを持ち上げて腰痛を発症。その際整形外科で

は異常なしと診断され、整体に通い一時症状が出なくなっていたが、平

成 20 年に再び痛みが気になりはじめ、整形外科では腰椎の間が狭くなっ

ていると言われた。以前の整体に通うも効果が出ず、当センターに来所

し治療していた。その後症状は良くなったり悪くなったりで、腰痛が出
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るたびに来所し治療を受けていた。今回は腰を伸ばすことができず、曲

げた状態で歩行しなければならなくなったため来所した。  

エ．自覚症状  

 主訴のほかに特別気になる症状はない。  

オ．他覚症状  

 症状が激しいため、理学的検査は実施しなかった。体をある程度前屈

させることはできるが、腰を伸ばすことができないため後屈は不可能で

ある。  

 アライメント：腰椎前弯減  

 筋緊張：左（脊柱起立筋、腰方形筋、大殿筋、中殿筋、腓骨筋）  

（２）治療方針  

 体幹の後屈筋、殿筋群を中心として施術を行った。特に反応の強かっ

た腰方形筋付着部のトリガーポイントへの施術を重視した。加えて、中

殿筋の施術を行った。  

（３）治療法  

 鍼：左（腰方形筋 TP２カ所、中殿筋 TP１カ所、腰部脊柱起立筋 TP１カ

所）  

 手技：左腰下肢を中心に全身あん摩  

（４）治療経過・効果  

ア．初回（平成 24 年６月 11 日）  

 治療後、痛みは残るものの腰をまっすぐにして立てるようになり、治

療開始前よりもスムーズに歩行することができるようになった。  

イ．３回目（平成 24 年６月 19 日）  

 ２回目の治療後、腰をまっすぐに伸ばしても違和感なく、快適に生活

できるようになったが、無理をして畑仕事をしたために悪化した。  

ウ．５回目（平成 24 年７月２日）  

 畑仕事をして疲労はあるが、症状はおさまっており、良い状態で維持

されている。  

 

２  症例：大腿部痛  

（２）初診時の状況  

ア．症例  

 年齢： 86 歳  

 性別：男  

 身長： 160 ㎝  

 体重： 67 ㎏  

 職業：無職  

イ．主訴  

 右大腿内側の痛み、こわばり感  

ウ．現病歴  

 平成 20 年に腰痛治療のため来所。その後 1～ 2 週間に 1 回のペースで

来所している。腰痛は疲れると腰が重だるくなるが、激痛が走るような

ことはない。いつ頃からか定かでないが、右太ももの痛みとこわばり感
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で夜中に目が覚めるようになり、また昼間黙っていても症状が出ること

があった。現在は昼間に症状が出ることはないが、夜の症状は週に数回

起こることもある。  

エ．自覚症状  

 主訴のほか、腰や肩が重だるい。  

オ．他覚症状  

 筋緊張：腰部脊柱起立筋、右大腿内転筋群  

（２）治療方針  

 趣味のゴルフやスポーツジムなどでよく運動をしているが、負荷をか

けすぎて疲労していることが多い。全身の筋疲労を取り除くことを目的

に治療した。  

（３）治療法  

 手技：腰下肢中心の全身あん摩  

（４）治療経過・効果  

ア．初回～ 33 回目（平成 24 年４月６日～平成 25 年２月６日）  

 毎回、症状は軽快するものの、大腿内側の症状だけは残ってしまい、

なかなか改善しなかった。それでも全体的な体調は比較的良く、趣味の

ゴルフなども問題なく行えていたため、それ以上の治療を踏み込んで行

わなかった。  

イ． 34 回目・ 35 回目（平成 25 年２月 20 日・ 27 日）  

 連日の雪かきのために全身疲労と大腿内側のこわばり感が強くなっ

た。 34 回目から右大腿内転筋群へのトリガーポイントマッサージを行っ

たところ、腰がスッキリとし、夜に筋肉がこわばることがほとんどなく

なった。  

 

３  症例：下腿痛  

（１）初診時の状況  

ア．症例  

 年齢： 67 歳  

 性別：男  

 身長： 168 ㎝  

 体重： 72 ㎏  

 職業：無職  

イ．主訴  

 肩がこる  

ウ．現病歴  

 定年退職後、家でじっとしていることが増え、余暇の過ごし方にスト

レスを感じるようになり、肩こりや腰痛が気になるようになった。平成

18 年にはじめて来所し、その後様々な症状をきたし、そのたびに治療す

るということを繰り返している。  

エ．自覚症状  

 主訴のほか、ふくらはぎのこわばり感がある。  

オ．他覚症状  
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 筋緊張：腰部脊柱起立筋、下腿三頭筋  

（２）治療方針  

 病歴から、ストレスが症状を悪化させていると考えられる。全身をリ

ラックスさせるための弱刺激での施術を基本とし、症状が強く出ている

筋の緊張緩和をはかる。  

（３）治療法  

 鍼：腓腹筋内側頭部 TP、腰部脊柱起立筋 TP 

 手技：腰下肢中心の全身あん摩  

（４）治療経過・効果  

ア．初回～５回目（平成 24 年５月９日～７月 11 日）  

 ふくらはぎの症状は初回の治療でほぼなくなったが、頚部、背部の痛

みが現れた。反応のある筋に鍼治療を追加した。  

イ．６回目～８回目（平成 24 年８月９日～９月 27 日）  

 頚部と背部の症状はなくなったが、ウォーキングを始めたためか膝の

痛みが現れた。血海穴への置鍼を追加した。  

ウ．９回目・ 10 回目（平成 24 年 10 月 25 日・ 11 月 14 日）  

 慣れないベッドで寝たためか、腰の痛みが気になるようになり、ふく

らはぎのこわばりを感じた。 10 回目の治療後には軽快した。  

エ． 11 回目～ 14 回目（平成 24 年 12 月５日～平成 25 年３月６日）  

 症状が落ち着き、雪かきによる疲労などがあるが痛むところはない。

３週間に１度程度の治療で安定した状態を維持できている。  

 

※参考  トリガーポイントの部位  

 一つの筋に対する典型的なトリガーポイントの部位は複数あるが、今

回治療に使用した部位のみ列記する。  

１．腰方形筋  

 第 12 肋骨付近（側腹部の痛み）  

 腸骨稜の際よりやや上方（殿部の痛み）  

２．脊柱起立筋（腰腸肋筋）  

 第２～４腰椎の外方 20 ㎜付近  

３．中殿筋  

 殿部の外側２／３（尾骨のラインと大転子を結ぶラインの外２／３）  

４．内転筋群（大内転筋）  

 恥骨結節と大腿骨内側上顆を結ぶ線のほぼ中央  

５．腓腹筋（内側頭）  

 膝窩横紋内端の５横指下  

 

Ⅳ 考察 
 今回の症例はいずれも、比較的長く悩まされていた症状の原因がトリ

ガーポイントによるものであったと考えられる。特に２例目は、治療者

がトリガーポイントによる症状と気がつかなかったため、適切な治療が

遅れてしまったケースである。また３例目についてはストレスが背景に
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あり、痛みが様々な部位に現れている。３例とも、トリガーポイント治

療を行った際にある程度の直後効果がみられ、患者の満足度の向上にも

貢献できた。  

 今回の治療はいずれも典型的なＭＰＳと考えられ、罹患筋を特定しト

リガーポイントへの施術を行ったことで、治療効果を発揮できたと考え

られる。  

 

Ⅴ おわりに 
 この治療を始めようと考えたきっかけは、筆者自身の腰下肢痛であっ

た。様々な治療を試みたが改善せず、数々の治療法を試してトリガーポ

イントの施術にたどり着いた。病院などで各種の治療を受けても改善し

ないという患者が実際に多くいるということもわかった。トリガーポイ

ントの治療が有効であろう患者に対して、今後も積極的にアプローチで

きればと考えている。  
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シェーグレン症候群の乾燥症状に  

対する理療治療  

 

中島 史  

 

Ⅰ はじめに 
 近年、シェーグレン症候群の乾燥症状に対する鍼治療の効果について報

告されている。  

 小俣ら１）は、翳風穴と下関穴を結び 30Hz の鍼通電刺激で、涙液および

唾液分泌量が有意に増加したと報告している。また、坂口ら２ ）は、顔面部

の置鍼と 30Hz鍼通電刺激を行った２症例について報告している。どちらも、

乾燥症状に対して、鍼治療の有用性を示唆している。  

 今回、当センター臨床室を訪れた、シェーグレン症候群患者の乾燥症状

に対する理療治療の症例を報告する。  

 

Ⅱ シェーグレン症候群について 3）
 

１ 概要  

  シェーグレン症候群（以下 SjS）は、1933 年にスウェーデンの眼科医ヘ

ンリック・シェーグレンの発表した論文にちなんで、その名前がつけられ

た疾患である。日本では 1977 年の厚生労働省研究班の研究によって、医師

の間に広く認識されるようになった。  

 主として中年女性に好発する涙腺と唾液腺を標的とする臓器特異的自己

免疫疾患だが、全身性の臓器病変を伴う全身性の自己免疫疾患でもある。

SjS は膠原病（関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、強皮症、皮膚筋炎、

混合性結合組織病）に合併する二次性 SjS と、これらの合併のない原発性

SjS に分類される。原発性 SjS の病変は３つに分けることができる。１つ目

は目の乾燥（ドライアイ）、口腔乾燥の症状のみがある患者で、ほとんど健

康に暮らせるものから、ひどい乾燥症状に悩まされるものである。（腺型  

約 45％）。２つ目は全身性の何らかの臓器病変を伴うグループで、諸臓器へ

のリンパ球浸潤、増殖による病変や自己抗体、高γグロブリン血症などに

よる病変を伴うものである。（約 50％ 腺外型）。３つ目は悪性リンパ腫や

原発性マクログロブリン血症を発症したものである。（約５％）  

 その経過は、約半数の患者は 10 年以上経っても何の変化もないが、半数

の患者は何らかの検査値異常や新しい病変がみられることがある。  

 全国疫学調査の結果､我が国における 1993 年の年間受療患者数は 17,000 

人であり､男女比は 1：13.7 であった｡発症年齢は 40～60 歳代である。2003

年の調査では患者数は 7 万人であり、現時点では 10 万人を超えていると考

えられている。  
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 原因は、遺伝的要因、ウイルスなどの環境要因、免疫異常、更に女性ホ

ルモンの４つの要因が複雑に関連し合って発症するものと考えられている。 

 

２ 症状  

（１）乾燥症状  

 眼の異物感、羞明感、易疲労感、目やにの増加などを訴えることが多く、

眼の乾燥感を訴えることは少ない。口腔の場合には、う歯の増加、食事の

際の水分摂取増加などの訴えが多い。この他、気道乾燥による乾性咳嗽、

鼻腔の乾燥感、皮膚乾燥による掻痒感、腟乾燥による性交障害などの訴え

もみられる。  

（２）唾液腺・涙腺腫脹  

 約３分の１の症例で経過中に唾液腺・涙腺の腫脹がみられる。耳下腺腫

脹は両側性のことが多く、急性の場合には軽度の疼痛と腫脹を伴う。慢性

に経過する場合には無痛性のことが多い。  

（３）関節症状  

 関節痛は移動性かつ多発性のことが多い。関節炎を起こすこともある。  

（４）甲状腺  

 甲状腺腫をきたし、慢性甲状腺炎を呈することが多い。  

（５）呼吸器症状  

 間質性肺炎を呈することがある。気道の乾燥による慢性気管支炎、嗄声

などがみられることもある。  

（６）肝症状  

 原発性胆汁性肝硬変症がみられるほか、自己免疫性肝炎も合併すること

がある。  

（７）消化管症状  

 胃液の分泌低下による胃炎が起こることがある。  

（８）腎症状  

 本症では遠位尿細管性アシドーシスをきたし、低カリウム血症による四

肢麻痺をみることがある。このような場合、腎石灰化症もみられることが

多い。糸球体腎炎を起こすことは稀である。  

（９）皮膚症状  

 環状紅斑は本症に特異的にみられる。高γグロブリン血症により、下肢

に網状皮斑や紫斑を呈することもある。  

（10）その他  

 レイノー現象は高率にみられるほか、筋炎、末梢神経炎、血管炎などが

みられることもある。悪性リンパ腫は唾液腺及びリンパ節に好発し、その

大部分はＢ細胞リンパ腫である。  

 

３ 治療  

 乾燥症状に対しては、対症的に人工涙液の点眼や人工唾液の噴霧が行わ

れる。また頻回のうがいはう歯の予防に有用である。室内の湿度を保つこ

とも乾燥感の軽減に有効である。乾燥症状が強い場合には、塩酸ブロムヘ

キシン、アネトールトリチオン、麦門冬湯、塩酸セビメリンなどが用いら
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れる。塩酸セビメリン（エポザック、サリグレン）は今までの薬剤に比べ

て有用性が高く、約 60％の患者で有効であるが、約 30％の患者で消化器症

状や発汗などの副作用が出現する。本剤は効果、副作用の出現に個人差が

あるので、１日 1 錠から始め、副作用を見ながら１錠ずつ増量するなどの

慎重な服用が望まれる。また、マレイン酸トリメブチン（セレキノン）の

併用は、吐き気などの副作用を予防することが報告されている。さらに、

水に溶かしてうがい薬として使うリンス法も検討されている。 2007 年日本

において塩酸ピロカルピン（サラジェン）が保険適用となっている。汗を

かきやすいという副作用があるが、塩酸セビメリンと同様に唾液分泌に有

効な薬剤である。頭頚部の放射線治療に伴う口腔乾燥症状の改善に対して

は、平成 17 年９月より保険が適用されている。最近免疫抑制薬のミゾリビ

ン（ブレディニン）の有効性が報告されている。これまでの対症療法と異

なり、疾患の進行を遅らせる可能性もあり、期待が持たれる。強度の眼乾

燥症状に対しては、涙点プラグが有効である。  

関節痛や関節炎には非ステロイド系消炎鎮痛剤が功を奏する。ステロイ

ド剤の適応となるのは、反復する難治性の唾液腺腫脹、進行性の間質性肺

炎、間質性腎炎、高γグロブリン血症性紫斑などの病態である。発熱、多

発性関節痛、リンパ節腫脹が持続する場合にも少量のステロイド剤が有効

である。甲状腺機能低下の場合には甲状腺ホルモンの補充療法が行われる。

尿細管性アシドーシスでは重曹の投与によるアシドーシスの是正とカリウ

ムの補給が行われる。原発性胆汁性肝硬変症に対しては、ウルソデスオキ

シコール酸の投与が第１選択である。悪性リンパ腫を合併した場合には速

やかに化学療法の適応となる。他膠原病を合併した場合には、その治療を

優先する。  

 

４ 予後  

 一般に慢性の経過を取るが、予後は良好である。乾燥症のために患者の

QOL は必ずしも良好とはいえなかったが、新薬（塩酸サビメリン、塩酸ピロ

カルピンなど）の登場で QOL が改善してきている。生命予後を左右するの

は、活動性の高い腺外症状や合併した他の膠原病によるとされている。  

（出典 難病情報センターホームページ「シェーグレン症候群」2013/2/25

現在）  

 

Ⅲ 症例 
１ 患者プロフィール  

 60 歳代の女性  

 初診年月日：平成 24 年×月×日  

 主訴：唾液が出ないためつらい   

 所見：SjS による乾燥症状   

 病歴：平成 17 年に目が乾燥して充血するようになり、眼科を受診し治療

を受けたが、改善しなかった。その後、平成 20 年にリウマチ科を受診し、

SjS と診断された。現在も２ヶ月に一回通院している。薬の服用はせずに、
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唾液スプレー噴霧やガムを噛んで対応している。  

自覚所見：主訴は、特に就寝時に強い。パンやビスケット、餅は食べづ

らく、ご飯もおかゆにして食べることが多い。主訴の他、両足趾裏に餅が

ついているような感覚、足の冷え、背中（腎臓の高さ）が重い、疲れてく

ると息を大きく吐くことができない。                  

他覚所見：下部胸椎が後方に突出している。胸鎖乳突筋・僧帽筋（上部・

中部線維）・背部脊柱起立筋の過緊張がある。足趾の冷えが強い。  

 血圧： 121／68 ㎜ Hg  心拍数：61 回／分 spO2 98 

 六部定位脈診では腎虚  

 その他：五行スコア（各 50 点満点）で木は 14 点、火は 15 点、土は 22

点、金は 17 点、水は 38 点であった。 

 既往歴：58 歳：糖尿病（軽い薬を服用中） 59 歳：両足関節捻挫  

 家族歴：母が糖尿病である。  

 参考事項：母の介護で、毎週市外の介護施設に通っている。  

  

２ 治療方針と治療法  

（１）治療方針  

ア．自律神経および免疫機能の正常化を図る。  

イ．唾液腺と涙腺の血流を改善し、唾液および涙液の分泌促進を図る。  

ウ．臓腑機能を調整する。  

 

（２）治療法（初診時のみ、２回目以降は後述）  

 頚部・腰部の循環改善と筋緊張緩和のために、ホットパックを頚肩部・

腰部に 15 分行った。  

 顔面部の血流促進を目的に、翳風（ステンレス鍼 40mm 16 号）・頰車・下

関・四白・地倉・舌下腺部（ステンレス鍼 15mm 12 号）に置鍼した。  

 また、腰部の重だるさや冷えの改善を目的として、腎兪に捻転補法（ス

テンレス鍼 40mm 20 号）を行った。  

 冷えや目の症状寛解と全身調整の目的で、足三里・三陰交・太渓・太衝

にせんねん灸（ソフト）を各２壮行った。  

 全身の緊張緩和を目的に、軽度の力で全身あん摩を行った。頭部・顔面

部・上肢は仰臥位、その他は側臥位で行った。  

 

３ 評価法  

（１）乾燥症状の変化を確認するため、「 Dry score table」（性交時痛の項

を抜いた 96 点満点）を、ほぼ毎日、本人に記入してもらった。（資料１） 

（２）身体全体の変化を確認するため、「五行スコア」（各 50 点満点）を、

本人に記入してもらった。（資料２） 

（３）その他本人の日常生活上の変化、施術者が感じる他覚所見の変化を

各回の治療開始前に確認した。  
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【資料１ Dry score table】  

 

日付                      

                                             

◎あなたの乾燥症状について以下の設問に答え、右横にある線上に×印で

書き込んでください。  

 

1.  【眼の乾燥について】    

                                 全くない      非常に強い  

                                      ０     ２     ４  

１）眼に異物感（ゴロゴロ、ガサガサ）が

ある。            

    

 

２）外部刺激に対して涙が出にくい。     

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）眼の充血やかゆみがある。           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）眼が疲れ易い。                     

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）感情刺激に対して涙が出にくい。     

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６）眼がかすむ。                       

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７）眼の痛み（灼熱感）がある。         

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８）‘めやに’が多い。                 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９）常に眼がかわく。                   

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10）視力低下がある。                   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

                    小計（   ／４０）                                     
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２.  【口の乾燥について】   

                               ０     ２    ４  

１）常に口がかわく。                   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）虫歯が多い。                       

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）唾液が少ない。                     

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）食事時によく水分をとる。           

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）口中が痛い（口内炎・潰瘍・出血があ

る）。        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６）咀しゃく（噛みくだき）しにくい。   

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７）よく水を飲む。          

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８）嚥下（食物等の呑み込み）しにくい。 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９）味覚異常（味がわからない・味が変わ

った）がある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10）耳下腺部や顎下腺部に腫れや痛みがあ

る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

                      小計（  ／40）  

                                                   

３.  【鼻の乾燥について】  

                               ０     ２    ４  

１）鼻がかわく。                       

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

２）鼻血がよく出る。                   
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３）鼻炎を繰り返す。                   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

小計（  ／12）  

                                                      

４.  【その他】  

                               ０     ２     ４  

１）発汗異常（汗がかきにくい・手掌に汗

をかく）がある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

小計（  ／４）  

 

総合評価（   ／ 96）   

 

資料２ 五行スコア  

 

それぞれの項目について、当てはまる数字を○で囲んで下さい。  

 ５：まさに当てはまる。普段から常にそうである。 

 ４：当てはまる。普段からしばしばそうである。 

 ３：やや当てはまる。普段から時折そうなる。体調が悪くなると必ずそうな

る。 

 ２：普段は当てはまらないが、体調が悪くなるとしばしばそうなる。  

 １：体調が悪くなるとそうなることが稀にある。 

 ０：経験したことはない。全く当てはまらない。 

【木】 

１ めまいがすることがある ５・４・３・２・１・０ 

２ おなかの両わきがはりやすい ５・４・３・２・１・０ 

３ 気持ちが落ち込みやすい ５・４・３・２・１・０ 

４ イライラしやすかったり、怒りっぽ

い 

５・４・３・２・１・０ 

５ 

 

手足がしびれたり、ひきつれたり、

けいれんしたりする 

５・４・３・２・１・０ 

 

６ 肩がこりやすい ５・４・３・２・１・０ 

７ お酒をたくさん飲む  ５・４・３・２・１・０ 

８ いやなことがあるとすぐ血圧があ

がる 

５・４・３・２・１・０ 

９ 爪の形や色がふつうと違う  ５・４・３・２・１・０ 

10 涙が出やすかったり、目が乾いたり

する 

５・４・３・２・１・０ 
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 【火】 

１ 動悸が起こりやすい   ５・４・３・２・１・０ 

２ 夢をよくみる   ５・４・３・２・１・０ 

３ 胸苦しいことがある  ５・４・３・２・１・０ 

４ 精神的に動揺しやすい ５・４・３・２・１・０ 

５ 舌が荒れやすい ５・４・３・２・１・０ 

６ うわごとを言う ５・４・３・２・１・０ 

７ 物忘れしやすい ５・４・３・２・１・０ 

８ 心臓部に痛むことがある ５・４・３・２・１・０ 

９ 腕の内側が痛んだり、しびれたりす

る 

５・４・３・２・１・０ 

10 胸がつまるような感じになりやす

い 

５・４・３・２・１・０ 

 

【土】 

１ 食後にお腹がはりやすい ５・４・３・２・１・０ 

２ 腸がグルグル鳴ることが多い ５・４・３・２・１・０ 

３ 食欲がない ５・４・３・２・１・０ 

４ 下痢をしやすい ５・４・３・２・１・０ 

５ 痔や脱肛になったことがある ５・４・３・２・１・０ 

６ 胃下垂などの内臓下垂がある ５・４・３・２・１・０ 

７ 腹痛が起こりやすい ５・４・３・２・１・０ 

８ 消化不良を起こしやすい ５・４・３・２・１・０ 

９ げっぷが出やすい ５・４・３・２・１・０ 

10 胸やけがしやすい ５・４・３・２・１・０ 

 

【金】 

１ 少し動くと息切れがする ５・４・３・２・１・０ 

２ 痰が出たりからんだりする ５・４・３・２・１・０ 

３ 呼吸がしにくい、息苦しい ５・４・３・２・１・０ 

４ 咳がよくでる ５・４・３・２・１・０ 

５ 鼻づまりになりやすい ５・４・３・２・１・０ 
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６ 喘息がある、または以前にあった ５・４・３・２・１・０ 

７ 鼻炎といわれたことがある ５・４・３・２・１・０ 

８ 

 

のどが痛くなったり、腫れたりする

ことが多い 

５・４・３・２・１・０ 

 

９ 鼻水がよくでる ５・４・３・２・１・０ 

10 声がよくかれる ５・４・３・２・１・０ 

 

【水】 

１ 年齢のわりにふけている方である ５・４・３・２・１・０ 

２ 尿の量や回数が多い、または少ない ５・４・３・２・１・０ 

３ 記憶力がわるい ５・４・３・２・１・０ 

４ 耳鳴りがすることがある ５・４・３・２・１・０ 

５ 足腰がだるくなりやすい ５・４・３・２・１・０ 

６ 耳が遠くなった ５・４・３・２・１・０ 

７ 尿線に勢いがない ５・４・３・２・１・０ 

８ 尿の切れが悪い ５・４・３・２・１・０ 

９ 足がむくみやすい ５・４・３・２・１・０ 

10 長く立っているとすぐに腰が痛く

なる 

５・４・３・２・１・０ 

 

 

4 経過  

 治療間隔は１週間から２週間に１回であった。  

 

２回目  

自覚所見：前回治療直後は体全体が温かく、足の冷えが解消した。また、

その日の夜は体がぐったりして深い眠りにつけた。翌日はとてもすっきり

できた。唾液の分泌は特に変化はない。４日前から感情性流涙が少しある。 

他覚所見：特に目立った変化はなし。  

治療法：論文等のデータを基に、患者に効果が期待できる三つの治療法

を提示するとともに、そのリスクについても説明し、今後の治療法を決定

した。一つ目の治療法は、星状神経節刺鍼だが、刺鍼部は解剖学的にも難

しい場所で施術者自身の技術力では適切な刺鍼はできないことを告げた。

二つ目は、翳風と下関を結んだ鍼通電療法で、論文で効果が証明されてい

るが、鍼治療未経験者では体への刺激が強く、内出血のリスクがあること



４６ 

 

を告げた。三つ目は、近赤外線の星状神経節照射で、副作用などのリスク

が低いが、治療効果は緩慢であることを告げた。その結果、患者の希望で、

以下の治療に決定した。  

自律神経および免疫系の調整の目的で、近赤外線（スーパーライザー

HA-30、東京医研製）を星状神経節部に各 10 分照射した。（出力 80％、on:

１秒 off:2 秒）  

 ステンレス鍼 40mm 16 号で翳風、ステンレス鍼 15mm 12 号で頰車・下関・

四白・地倉・舌下腺部・瞳子髎・攅竹・太陽に 10 分置鍼した。  

 顔面部、特に目の周囲・唾液腺部を中心にマッサージを行った。  

 肝・脾・腎の機能改善を目的に、三陰交・太渓・太衝にせんねん灸ソフ

トを２壮すえた。   

 全身の緊張を和らげる目的で、軽度の力で全身あん摩を行った。  

 

３回目  

自覚所見：治療後３日ほどはぐっすり眠ることができた。唾液の分泌に

ついては大きな変化はない。風邪をひいたこともあり、寝汗が気になって

いる。  

他覚所見：著変なし。  

治療変更なし。  

治療後、目の前が明るくなり、体も温かくなった。  

 

４回目  

自覚所見：一週間ぐらい口の中が湿っていたため、食事も少し楽だった。

ガムも少なく、唾液スプレーもほとんど使用していない。今朝は乾きが強

かった。１回に出る尿量が増加した。よく眠れ、全体的に調子が良くなっ

ていると感じる。  

他覚所見：足の冷えが強い。右肩上部僧帽筋の過緊張がみられた。  

治療変更なし。  

 

５回目  

自覚所見：部屋が乾燥しているため、目も乾燥している。唾液分泌は変

化なし。排尿間隔も長くなり、夜もよく眠れる。足のむくみもない。  

他覚所見：足の冷えは軽度であった。  

治療は、太渓と三陰交のせんねん灸を置鍼（ステンレス鍼  40mm 18 号

鍼）に変更した。  

※近赤外線照射後、体が熱くなりタオルケットが不要となった。  

 

６回目  

自覚所見：昨夜は３時間ほどしか眠ることができなかった。本人は雪か

きで疲れすぎたせいだと感じている。部屋が乾燥しているため、朝方は目

が充血している。食事の時は、お茶で流し込まなくても飲み込めるように
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なっている。  

他覚所見：頚肩部僧帽筋・肩甲挙筋・菱形筋・棘下筋・前腕筋群の過緊

張があった。左太衝に圧痛があった。  

治療変更：両前腕部に経絡ストレッチ（他動的）を追加した。  

※あん摩施術の途中で体が熱くなり、タオルケットが不要となる。  

 

７回目  

自覚所見：前回治療後５日間は調子が良い。以前より、摂取する水の量

が少なくなった。睡眠も良く、尿量も多い。少し腰が重い。  

他覚所見：右頚部僧帽筋、板状筋に過緊張がみられた。  

治療変更なし。  

 

８回目  

自覚所見：口の中が湿りやすくなった。以前から自分で唾液腺マッサー

ジをしているが、マッサージ時の唾液分泌量が増えている。睡眠、排尿と

も良好。一昨日、雪道を歩いたため、腰が少し重だるい。  

他覚所見：足の冷えが強い。  

治療変更なし。  

 

９回目  

自覚所見：年末から年始にかけて、来客が多く、生活のリズムが乱れて

しまったため、睡眠時間も短く、尿量も少なくなっている。腰の重だるさ

もあり、カイロを貼っている。  

他覚所見：足の冷えが強い。右背腰部脊柱起立筋および下腿外側の過緊

張がみられた。  

治療変更なし。  

※右太渓の施灸時、熱さを強く自覚していた。  

 

10 回目  

自覚所見：３日ほど夜間覚醒があり睡眠が良くなかった。睡眠不足にな

ると、乾きの症状が強くなるように感じる。腰の重だるさはなく、尿量も

増加している。  

他覚所見：脈診は肝虚。  

治療変更なし。  

 

11 回目  

自覚所見：治療後５日は睡眠も良好で体も楽だった。唾液、涙について

は少ないが出ている。  

他覚所見：肩上部僧帽筋の過緊張がみられた。足の冷え（特に左）が強

い。  

※１クール（10 回）が終わり、患者自身が感じている治療効果と、今後の
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治療継続意志を確認した。初診時に比べて、口の渇きも少なく、体も楽で

日常生活も活動的になり、満足している。今後も同様な治療を希望したた

め、治療の変更はしなかった。  

 

12 回目  

自覚所見：唾液については、出ている。昨日の歯科受診で、医師から、

歯の保護のために唾液スプレーを続けるよう指導された。精神的なストレ

スがあり、睡眠に波がある。雪かきにより、頚肩の張りが強い。  

他覚所見：僧帽筋・板状筋に過緊張がみられた。足の冷えは強い。肩井・

右五頚に硬結があった。  

治療変更なし。  

 

13 回目  

自覚所見：昨日、眼科を定期受診した。その際、医師から、今まではい

つも眼球が傷ついていたが、今回は無傷だったと言われ、意識はしていな

いが涙液が出ていると実感した。唾液も出ていると思う。睡眠もほぼ普通

になり、腰の重だるさもない。雪かきが続いて左頚部と右腕が痛い。  

他覚所見：右頚部僧帽筋・板状筋の過緊張、右三角筋、上腕二頭筋の過

緊張がみられた。  

治療変更なし。  

 

14 回目  

自覚所見：歯科通院したときに、以前より唾液が出ているといわれた。  

他覚所見：五行スコア（木－ 22 点、火－14 点、土－10 点、金－11 点、

水－20 点）  

治療変更なし。  

 

15 回目  

自覚所見：連日の雪かきで疲労感が強く、昨夜は４時間くらいしか眠る

ことができなかった。頚肩・上肢の張り感がある。  

他覚所見：右僧帽筋、腰部起立筋の過緊張がみられた。  

治療変更なし。  

 

16 回目  

自覚所見：鼻風邪をひいて、夜間鼻づまりで睡眠時間が短かった。雪か

きが続き、体全体が重だるい。尿量は問題ないが、尿線が細い。唾液・涙

の分泌は著変なし。  

他覚所見：リウマチ科での血液検査の結果、抗 SS-A 抗体値に大きな変化

はなかった。血糖値は 95mg/dl、HbA1c は 6.5 で安定していた。  

治療変更はなし。  

 



４９ 

 

３ 結果・考察  

（１）乾燥症状について  

 星状神経節は、顔面部の血管や唾液腺に節後線維を送っている。ペイン

クリニック等で行われている星状神経節ブロックでは、自律神経系の中枢

である視床下部に影響を及ぼし、全身的に交感神経の緊張を緩和すると考

えられている。本症例においては、その星状神経節への近赤外線照射、お

よび顔面部の刺鍼、顔面神経が走行する翳風穴への刺鍼を行うことで、顔

面部や唾液腺の血液循環改善を目指した。  

 次の治療日までの間、 Dry score table に記入してもらい、眼・口・鼻そ

れぞれの乾燥症状、汗症状の４項目の点数を平均して、比較した（図１）。 

また、治療期間途中から、１日に噛むガムの個数および唾液スプレーを噴

霧する回数を記録した（図２）。Dry score table では、乾燥症状の改善は

現れていないが、ガムを噛む個数および唾液スプレー噴霧回数は減少して

いる。さらに、患者自身から、「感情性の涙が少し出ている」、「嚥下時

にお茶で流し込むことがなくなった」、「唾液腺マッサージで以前より唾

液が出てくるようになった」など改善を示す言葉が聞かれた。加えて、初

診時は治療中でもガムを噛んでいたが、治療を重ねるにつれ治療中に口の

中が唾液で湿っていたことや、眼科医や歯科医の言葉からも、涙液や唾液

が以前より分泌されていると評価され、治療効果はあったものと推測され

る。しかしながら、血液検査では、抗 SS-A 抗体の数値は変化していなかっ

たため、SjS 自体は改善していないと考えられる。  

 Dry score table の結果が横ばい傾向だった原因として、厳冬による暖房

器具の使用のために、家屋内が乾燥していたことが一因かもしれない。  

 唾液分泌が十分ではない段階で、唾液スプレーの使用回数を減らすこと

になったことで、う歯を発生させてしまい、施術者として配慮が足りなか

ったと反省している。  
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【図１】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図２】  

 

（２）身体症状について  

 初診時、足の冷えや腎臓の高さ付近の重だるさを自覚しており、腎の病

証を呈していた。初診時の五行スコアでは、腎水の点数が最も高く、次に

脾土となっていた（図３）。腎は、先天の気を、脾は後天の気を主り、両

者の点数が高かったことにより、気の生成不足と考えられた。  

 13 回後、再び五行スコアを記入してもらうと、脾土と腎水の数値が約半

減しており、改善傾向が認められた。具体的には、脾土においては、腹部

の張り感、グル音、下痢、消化不良が改善されていた。腎水では、尿量、

尿線、尿の切れ、足のむくみ、記憶力が改善されていた。  

これらのことから、治療により、水液代謝が改善したものと考えられる。 

 治療は、三陰交・太渓・太衝への施灸で、何度か治療中に体の熱さを感

じていた。これは施灸後だけではなく、近赤外照射後にもみられたため、

星状神経節への近赤外線照射も効果的だったと思われる。星状神経節への



５１ 

 

近赤外線照射は、自律神経系の最高中枢である視床下部に影響を及ぼし、

「ホメオスタシス」（生体の恒常性維持）の機能により、免疫系、内分泌

系、自律神経系を正常に近づけると考えられている。加えて、全身のあん

摩施術により、全身の気の巡りを促進したものと思われる。足趾の違和感

が軽快したことも、気の阻滞を改善できたためと思われる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図３】  

 

（３）日常生活について  

 治療開始時の問診では、疲れていても睡眠がとれず、日中も動きたくな

かったり、口が渇いて誰とも話をしたくなかったりすることを訴えていた。

治療を受けるにつれ、日中も活動的になり、会話もおっくうでなくなって

いる。この点では、QOL（quality of life）の改善がみられている。但し、

睡眠は比較的とれるようになったが、ときどき夜間覚醒や入眠困難があり、

睡眠不足の翌日は、乾燥症状も強く体の調子も悪くなるため、十分な睡眠

が必要である。  

 

 以上のことから、本治療が SjS による乾燥症状、および体調管理に効果

的だったと思われる。  

 

Ⅳ おわりに  

 初めての SjS の症例で、初診時は治療法を決定できずに、自らの経験不

足を痛感した。しかしながら、論文検索や諸先輩からのアドバイスにより、

いくつかの治療法を見いだし、患者に提示できたことで、インフォームド・

コンセントを行えた。このことは患者との信頼関係を築くための第一歩で

あった。患者は、医師から生涯治らないといわれ、絶望していた時期もあ

ったが、今回の治療で光が差したようだと話してくれた。臨床家として心

から嬉しく思う。と、同時に、もっと症状を軽減できる方法があったので

はないかとも感じている。患者は、食生活改善など体調管理に対する意識

が高く、このことも効果を上げる大きな要因だったと思われる。改めて、
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患者と二人三脚で治療は成り立っているのだということを実感した。今後、

更に研鑽を積んで安全・安心で効果的な治療を目指していきたい。  

 最後に、治療とこの論文掲載に快く協力していただいた患者と、助言い

ただいた諸先輩に深く感謝する。  

 

《引用および参考文献等》  

１）小俣浩  他：シェーグレン症候群患者の乾燥症状に対する鍼治療効果

（第４報）．日本東洋医学会雑誌  50（６）．144．2000 

２）坂口俊二  他：シェーグレン症候群の乾燥症状に対する鍼治療の２症

例．日本東洋医学会雑誌  51（６）．201．2001 

３）難病情報センターホームページ：http://www.nanbyou.or.jp/ 

４）小俣浩：主にレイノー現象と乾燥症状について．医道の日本 67（4）．

36-43．2008 
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北海道高等盲学校附属理療研修センターに

おけるインシデント発生状況 

古川 美奈 

 

Ⅰ はじめに 
 昨年８月に発表された国民生活センターの情報によると、マッサージ等

で患者に骨折などの危害が発生したという相談が、 2007 年度以降 825 件も

寄せられている。このうち、国家資格を有する者の施術を受けたと明らか

に判別できる相談が 139 件であった。鍼灸治療においても、鍼灸師の過失

などによって毎年何例かの深刻な有害事象が発生している。治療は患者を

治すものであると同時に、危険を伴うものであることをわたしたちは忘れ

てはならない。有害事象を未然に防ぐためには、過去の有害事象を環境面

や心理面など多方面から分析し、予防策を講じる事が重要である。  

 本センター臨床室では、平成 19 年 5 月よりインシデントレポートの運用

を開始した。本稿では、平成 19 年度から 24 年度までの発生状況をまとめ、

現在までに集積した 141 件のインシデントおよびアクシデントの予防策に

ついて考察する。  

 

Ⅱ 用語の定義 
１ インシンデント（ヒヤリ・ハット事例）  

  臨床現場において、患者に実際に被害は及ばなかったものの、ヒヤリと

したりハッとしたりした事例。  

２ アクシデント  

臨床現場において、予想しなかった悪い結果が患者に起こった事例。  

３ インシンデントレポート（ヒヤリ・ハットレポート）  

インシデントを定められた方法で報告すること。またその報告書。  

※本センターのインシデントレポートにはアクシデントレポートも含まれ

ている。  

 

Ⅲ 方法 
１ 報告対象者  

 臨床に関わる全所員（指導員５名、学部から研修に来ている教員１名、

指導助手３名）  

２ 期間  

 平成 19 年５月１日から平成 25 年２月 28 日まで  

 （臨床日数 1,339 日、のべ患者数 10,630 名）  

３ 報告手順  
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 インシデントの報告は「北海道高等盲学校附属理療研修センター実施要

綱」に基づいて行っている。報告されたインシデントの情報共有・分析は

週１回程度行っている。  

 

Ⅳ 結果 
１ 件数  

 141 件  

２ 内容  

 治療前のインシデントは、予約の不手際・ダブルブッキング 27 件、患者

の移動中の転倒・衝突が１件であった。  

 治療中・治療後のインシデントは、著明な疼痛（刺鍼中）２件、著明な

出血２件、内出血・血腫 12 件、鍼の抜き忘れ３件、鍼の落下 30 件、一過

性の気分不良（めまい・悪心など）２件、施術者自身の傷害４件、ベッド

からの転落２件、灸によるやけど・灸の落下など 11 件、指圧・揉捏による

痛みの発生２件、ホットパックの破損等５件、スーパーライザーによる水

疱形成１件、遠赤外線の不具合２件、刺鍼中・施灸中の患者の体動 14 件な

どであった。  

表 インシデント報告件数  

  H19 H20 H21 H22 H23 H24 合計  

予約の不手際・ダブルブッキング   5 5 3 5 3 6 27 

患者の移動中の転倒・衝突  1           1 

著明な疼痛（検査・刺鍼中・刺鍼後）     2       2 

著明な出血  1   1       2 

内出血・血腫      2 2 4 4 12 

鍼の抜き忘れ    2     1   3 

鍼の落下  4   12 5 2 7 30 

一過性の気分不良（めまい・悪心） 1     1     2 

ベッドからの転落          1 1 2 

施術者自身の傷害      2   1 1 4 

灸（やけど・落下等）     1 4 1 2 3 11 

指圧・揉捏による痛みの発生    1       1 2 

ホットパックの破損等    2   2 1   5 

スーパーライザーによる水疱形成  1       1   2 

遠赤外線治療器の不具合  1           1 

刺鍼中の患者の体動      4 2 1 2 9 

施灸中の患者の体動  1       1 3 5 

その他    2 13 2 3 1  21 

計  15 13 43 20 21 29 141 

※平成 22 年 4 月から「著明な出血」は酒精綿で圧迫しても止血できない場合のみ記載してい

る。  
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Ⅴ 考察 
 インシデントレポートの運用を開始してから、約６年が経過した。報告

件数が多かった順に挙げ、予防策について考察する。  

１ 治療前のインシデント  

（１）予約の不手際、ダブルブッキング（ 27 件）  

 予約簿への記入ミス・記入漏れなどがあげられる。電話で予約を受けた

場合などは、指導助手の記入ミスか患者の勘違いか判断できない事例も数

件あった。  

［予防策］  

・予約および予約変更は、予約簿に直接記入して受け付ける（他の紙にメ

モをして後で記入するということはしない）。  

・患者に受診券を返却する際または患者との電話を終える際に、予約簿、

受診券の順に記入し、予約簿と受診券を見ながら日、曜日、時間帯、担

当者の４項目を復唱して確認する。窓口で患者に受診券を手渡すとき、

患者と一緒に予約日時を確認する。  

・電話予約の際は、患者自身が受診券に予約日時を書くようお願いする。  

・予約及び予約変更は、受け付けたら直ちに担当者に連絡する。  

・指導助手が関係するインシデントは、助手を含む拡大症例検討会で検討

し、周知する。  

［現在の状況］  

 指導助手の発案で予約簿の書式を見直すなどの予防策を講じ、記入ミス

は減っている。患者が受診券を忘れた場合の対策として複写式の用紙に予

約日時を記入し、原本を患者に渡す。控えは受付の机のデスクマットに挟

んで保管している。  

（２）患者の移動中の転倒・衝突（１件）  

 臨床室の床が濡れていたために、患者が歩行中に足を滑らせて転倒した。 

［予防策］  

・ワックスがけ等の後は、床が滑りやすいことを患者に知らせて注意を喚

起する。  

・加湿のため霧吹きを利用した後は、床が濡れていないか確認する。  

・患者が歩行に不安のある場合は、移動中横に付き添う。  

［現在の状況］  

 平成 19 年度以来、患者が臨床室内で転倒したという報告はない。引き続

き事故防止に努める。  

 

２ 治療中・治療後のインシデント  

（１）鍼の落下（ 30 件）  

 置鍼していた鍼が抜け落ちた場合と、操作中の鍼の落下に分けられる。

置鍼していた鍼が抜け落ちた原因としては、「タオルに引っかかった」や「刺

入深度が浅かった」などがある。操作中の鍼の落下の原因は気の緩みや手

指の乾燥などがある。  
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［予防策］  

・鍼の包装紙を開封するときに、鍼が鍼管からはずれてしまうことがある

ので注意する。  

・鍼をシャーレに置くまで気を抜かない。  

・手指の保湿につとめる。  

・刺鍼部位は十分に露出し、タオル、服の袖や裾などが鍼にかからないよ

う注意する。  

・パルス使用前にコードの絡みがないかなど器具の安全確認をする。  

・パルスコードが鍼を引っ張ることがないようコードに余裕をもたせる。

また、コードに体を引っかけないように注意する。  

［現在の状況］  

 鍼の落下の報告は最も多い。報告があるたびに原因の分析を行っている

が、報告件数は減少していない。  

（２）刺鍼中・施灸中の患者の体動（14 件）  

 体に鍼が刺さっていることを忘れてうっかり体を動かしてしまうという

事例が多かった。また、会話をしていたり、伏臥位で治療を受けていて呼

吸がしづらくなったりして体を動かした事例もあった。  

［予防策］  

・鍼や灸をする前には、必ず「これから鍼（灸）をしますので、動かない

でください」とお願いする。  

・患者が伏臥位を続けるのがつらい場合は、側臥位で治療を行うなどの工

夫をする。  

・患者が会話に夢中になると、思わず体を動かしてしまうこともあるため

注意する。  

［現在の状況］  

 報告件数は年度によってばらつきがあるが、平成 24 年度は５件報告され

ている。幸いにも現在までに折鍼や熱傷などの大きな事故に結びついた事

例はないが、今後も事故防止に努めたい。  

（３）内出血・血腫（12 件）  

 粗暴な刺鍼動作や、太い鍼の使用、パルス通電による過度の筋収縮、抗

血液凝固薬の使用などが原因と考えられる。  

［予防策］  

・丁寧な刺鍼を心がける。内出血・血腫が生じた場合は、揉まずに軽く圧

迫する。  

・パルス通電の際は、ボリューム調節を慎重に行う。  

・抗血液凝固薬を使用している患者に刺鍼する場合は細心の注意を払う。  

［現在の状況］  

 平成 21・22 年度の報告数は２件ずつ、平成 23・24 年度の報告数は４件

ずつで若干増加している。鍼による内出血をゼロにすることは難しいが、

今後、増加しないよう予防に努める。  

（４）灸によるやけど・灸の落下など（11 件）  

 棒灸によるやけど（紅斑程度）、温筒灸による紅斑・水疱形成などが報告

された。また、温筒灸の灰が患者の背中や衣服に落下したなどの事例が報
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告されている。  

［予防策］  

・患者に施術内容を説明し、体を動かさないように伝える。  

・熱い場合は我慢しないように念を押す。  

・灸や灰皿を手元で作業できるように位置取りを工夫する。  

・温筒灸が落下しないように、台座の底面を施灸点に密着させるようにす

る。  

・棒灸を行うときは、皮膚と棒灸の間に手をかざして温度を調節する。  

・施灸中は、片手に灰皿を持つかベッドに置いて、手がすぐに使えるよう

にする。  

・灰が患者の皮膚に落下した場合は、その部位を指導助手が確認し必ず冷

やす。  

［現在の状況］  

 平成 23 年度からは、やけどに備えて瞬間冷却剤を各ブースに用意してい

る。  

（５）ホットパックの破損等（５件）  

 破損の原因はホットパックの劣化だと思われる。患者にやけどなどの被

害はなかった。  

［予防策］  

・朝の準備のときに温度とタイマーを確認する。（タイマー不具合により温

度管理がうまくいかないことがある）  

・パックを包む作業をする際に、液漏れの有無及びパックの劣化の程度を

確認し、危険があれば廃棄する。  

・パック使用時に、液漏れによるやけどを予防するため「熱くなったら教

えてください」と患者に声がけする。  

・設定温度が高いと劣化が早まることが考えられるため。設定温度を見直

す。  

［現在の状況］  

 平成 22 年４月からはそれまで 80℃だった設定温度を 55℃に変更した。

平成 24 年度はホットパックが破損したという報告はなかった。  

（６）施術者自身の傷害（４件）  

 鍼を片付ける時に、指に鍼を刺してしまった事例が２件報告されている。

また、温筒灸を除去する際に指を軽くやけどした事例が１件、温筒灸に点

火する際にライターで前髪を焦がした事例が１件報告されている。  

［予防策］  

・鍼の使用本数が多い場合は、舟型シャーレでなく、丸型シャーレの蓋な

どに使用済みの鍼を入れる。  

・鍼を捨てるときは、ゴミ箱の縁に舟形シャーレを滑らせるようにする。  

・温筒灸に点火する際には、専用の点火器を使用する。  

［現在の状況］  

 平成 22年度から施術者自身の灸による傷害は報告されていない。しかし、

温筒灸を除去するときに施術者がやけどを負う危険性もあるため注意が必

要である。鍼刺し事故は平成 23 年度と 24 年度に起きている。再発防止に
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努める。  

（７）鍼の抜き忘れ（３件）  

 本センターでは鍼の抜き忘れの報告は少ないが、鍼の抜き忘れが原因と

なり折鍼事故がおきる可能性もあるため十分注意する。原因は、鍼が毛髪

に隠れていたことや鍼柄と皮膚の色が似ていたために鍼を見落としたこと

などである。  

［予防策］  

・治療終了時に鍼と鍼管の数の確認を徹底する。  

・刺鍼した部分を手で触れて抜き忘れがないか確認する。  

・特に頭部に刺鍼したときは毛髪に鍼が隠れていないか入念に確認する。  

・刺鍼の際に「今、○本鍼が刺さっています」と患者に声を掛けることで、

改めて自分自身にも注意を促す。  

［現在の状況］  

 今年度は鍼の抜き忘れの報告はない。引き続き予防に努める。  

（８）一過性の気分不良（２件）  

 ２件とも患者を救急車で搬送した。患者がめまいを訴え、患者の希望に

より救急車で病院に行った事例（平成 19 年度発生）と、患者が数回嘔吐し

たため救急車を要請した事例（平成 22 年度発生）があった。  

［予防策］  

・治療前の血圧測定時に普段の血圧について尋ね、高血圧や血圧不安定な

どがある場合は、施術時の患者の状態に十分留意する。  

・治療前、治療中、治療後に適宜患者に声をかけ、患者の体調チェックを

怠らないようにする。  

・患者が鍼に慣れていない場合は、刺激量に注意する。  

［現在の状況］  

 平成 22 年に発生した事例を教訓として、本センターで急患発生に備えて

「緊急対応マニュアル」を作成した。平成 23 年度・24 年度には「緊急対応

マニュアル」をもとに、急患発生を想定した訓練を所員全員で行った。  

（９）刺鍼中の著明な疼痛（２件）  

 パルス通電時に急にボリュームを上げてしまったことによる痛みの発生

と、抜鍼時に少し鍼を上下させてしまったことによる痛みの発生  

［予防策］  

・施術中に意図しない痛みなどの異変があった場合は、施術者が様子を確

認し、状態を把握して必要な処置をする。  

・切皮の際の力、刺鍼の角度や深さ、抜鍼の方向に留意する。  

・パルス通電を行う際、ボリューム調節を慎重に行う。  

［現在の状況］  

 平成 21 年度に２件の報告があったが、それ以来報告はない。今後も再発

防止に努める。  

（10）著明な出血（２件）  

 会話に気を取られていたことや、静脈が浮き出ていた付近に気づかずに

刺鍼したことが原因と考えられる。  
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 ［予防策］  

・適切な刺入深度で刺鍼する。  

・切皮の力、刺鍼の角度・深さ、抜鍼の方向などに留意する。  

・パルス通電の際は、ボリューム調節を慎重に行う。  

・抗血液凝固薬を使用している患者に刺鍼する場合は細心の注意を払う。  

［現在の状況］  

 平成 22 年４月からは、酒精綿で数秒間圧迫しても止血できない場合のみ

「著明な出血」として報告することにした。それ以来、著明な出血の報告

はないが、引き続き予防に努めたい。  

（11）指圧・揉捏による痛みの発生（２件）  

 伏臥位で腰部を母指圧迫した際に左季肋部に痛みが発生した事例と、伏

臥位で頚部を母指揉捏した際に頚部に痛みが発生し、数日間痛みが持続し

た事例があった。  

［予防策］  

・力度の確認を念入りに行い、痛みがある場合は我慢しないように伝える。  

［現在の状況］  

 平成 20 年度と 24 年度に１件ずつの報告があった。再発防止に努めてい

る。  

（12）電動ベッドからの転落（２件）  

 ベッドが高くなっているのに、患者がそれを意識せずベッドから降りて

転倒しかけた事例と、ベッドを高くしたまま施術者がベッドを離れ、その

間に患者がベッドから降りて転倒しかけた事例があった。  

［予防策］  

・電動ベッドの上げ下げの際は、かならず患者に声をかける。  

・施術者がベッドを離れるときや治療後は、必ず電動ベッドを一番低い位

置まで下げる。  

［現在の状況］  

 平成 23・24 年度に１件ずつの報告があった。幸いどちらも大きなけがは

なかった。現在は予防策に挙げた事項を徹底し、再発防止に努めている。  

（13）遠赤外線治療器の不具合（２件）  

 治療器のスイッチを入れた時に異臭がした事例と、治療器の留め具に不

具合がありヘッドが落ちそうになった事例があった。  

［予防策］  

 使用前に動作確認を行う。また、定期的に保守点検を行う。  

［現在の状況］  

 使用前に治療機器の動作確認を行っている。また、治療機器や電動ベッ

ドの保守点検を、業者に依頼して行っている。  

（14）スーパーライザーによる水疱形成  

 右内転筋部にスーパーライザーを８分間照射した。照射直後は、熱感や

痛みなどはみられなかったが、その日の夕方に照射部位に水疱ができた。

出力や刺激時間が過多だったことが原因だと思われる。  

［予防策］  

・出力・刺激時間に注意する。  
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・やけどなどの副作用について、事前に患者に説明する。  

［現在の状況］  

 平成 20 年度以降、スーパーライザーによるインシデントの報告はない。

スーパーライザーの使用頻度は高くないが、今後も再発防止に努める。  

以上が現在までに報告された主なインシデントと予防策である。  

また、本センターのインシデントレポート様式にはインシデント発生時

の当事者の身体的状況・精神的状況・忙しさの状況を記入する欄がある（資

料参照）。141 件の報告のうち、多くの場合はすべての状況で「普通」にチ

ェックがついていた。しかし、よく見てみると、身体的状況では、「疲れて

いた」にチェックがついていたものが２件、「体調不調」が９件、「睡眠不

足」が６件だった。精神的状況では、「焦った状態」にチェックがついてい

たものが７件、「集中力の低下」が３件、「心配事で悩んでいた」が４件だ

った。忙しさの状況では、「やや忙しい」にチェックがついていたものが 20

件だった。  

以上のことから、スタッフの体調に問題のあるときや業務が立てこんで

いるときには、インシデントが起こりやすい傾向があることがわかった。

スタッフの体調管理はもちろん、忙しいときほど落ち着いて業務の手順を

確認する必要がある。  

 

Ⅵ 今後の課題 
１  本センターのインシデントレポート様式は運用開始当初から変更され

ていない。項目を整理するなど、必要に応じて定期的な見直しが必要で

ある。  

２  インシデントレポートを提出することに対する抵抗感を軽減する必要

がある。インシデントレポートは始末書や反省文ではなく、報告した者

が処罰を受けることはない。大切なのは「誰がやったのか」ではなく「な

ぜ起こったか」であることを臨床スタッフに理解してもらう。また、「報

告するまでもない」と思われるような細かな事項でも報告することが、

インシデントの予防策を考えるために必要となる。また、多忙な中でイ

ンシデントの報告を促すことが、かえって過誤の発生を増加させる原因

になりかねないので十分説明し、理解を得る。これらのことは、毎年度

始めに臨床スタッフ全員で再確認する。  

３  慣れを防ぐために、インシデントの分析結果をフィードバックするタ

イミングや方法を工夫し、同じインシデントが繰り返し起きないように

する。  

 

Ⅶ おわりに 
理療師であれば、大きな事故には至らないものの、ヒヤリとしたりハッ

としたりした経験を持つ人は少なくないだろう。普段から、不測の事態が

起こってもすぐに対処できるように心がけていなくてはならない。本セン

ターでは、臨床スタッフが共有すべきインシデント・アクシデント予防策
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一覧を毎年度末に更新している。同じ間違いを繰り返さないために、起こ

してしまったインシデントを個人の経験にとどめず、スタッフ全員で共有

することが重要である。事故をゼロにすることは難しいが、「患者に安全な

治療を提供する」ことを忘れずに、この取り組みを続けていきたい。  

《参考文献》 

１）全日本鍼灸学会研究部安全性委員会編：臨床で知っておきたい鍼灸安

全の知識．医道の日本社． 2009 

２）尾崎昭弘・坂本歩・鍼灸安全性委員会編集：鍼灸医療安全対策マニュ

アル 医歯薬出版株式会社 . 2010 

３）山下仁監修・解説：覚えておきたい事故防止の知識  マンガ  鍼灸臨

床インシデント．医道の日本社．2012 

４）小松秀人：鍼灸臨床におけるリスクマネジメント . 医道の日本 711 号

168-171. 医道の日本社．2003 

５）独立行政法人  国民生活センター：報道発表資料  手技による医業類

似行為の被害～整体、マッサージ、カイロプラクティックで重症事例も
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資 料 

様式１ 高盲センター式 インシデントレポート  表面  

作成：20  年  月  日  発生：20  年  月  日  

発覚：20  年  月  日  報告者氏名：  

当事者氏名：         経験年数   年  カ月  

患者氏名：         性別：男・女  年齢  歳 カルテ:No    

事例内容  

治療前のインシデント  

  1-a 予約の不手際・ダブルブッキング  1-b 受付もれ・患者の呼び忘

れ 

  1-c 患者の呼び間違い  １-d 患者の移動中の転倒・衝突など  

   

 治療中・治療後のインシデント  

  2-a 著明な疼痛（理学検査・刺鍼中・刺鍼後）   2-b 著明な出血 

2-c 内出血・血腫   2-d 予期せぬ鍼の深刺し  2-e 鍼の変形  

  2-f 鍼の抜き忘れ 2-g 鍼の落下 

2-h 一過性の気分不良（めまい･悪心など）  

  2-i 主訴の増悪   2-j ベッドからの転落  2-k 患者の放置  

  2-l 施術者自身の傷害  

  2-m その他（具体的に）：  

 

事例詳細  

 施術内容  

  1. 鍼（鍼の種類：       部位：      ）  

  2. 灸（灸の種類：       部位：      ）  

3. あん摩・マッサージ・指圧（手技の種類：    部位：     ） 

  4. 理学検査（検査内容：             ）  

  5. その他（具体的に）：  

 発生状況（処置や対応も含め具体的に）  

 

 

 

発生時の当事者の状況  

身体的状況（疲れていた・体調不調・睡眠不足・普通・その他：    ） 

 精神的状況（焦った状態・イライラ状態・心配事で悩んでいた・気分低

下やる気の低下・うつ状態・集中力の低下・普通・その

他：    ）  

 忙しさの状況（多忙・やや忙しい・普通・その他：          ） 
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当事者が考えるインシデントの原因               裏面  

 

 

 

 

当事者が考えるインシデントの予防策  

  

 

  

 

その他の特記事項  

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------  

対応策および今後の課題（所長、副所長および症例検討会による決定事項） 
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平成２４年度 

調査報告 
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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 杉本公彦 中島 史 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

経病院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いる。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」、「体が軽

くなった」という感想もあり、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、平成 23年度は、

同病院の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

化をフェイススケールを用いて調べた。今年度は、フェイススケールを用

いずに施術後の自覚症状の変化を聴取した。  

 

２．期間  

 平成 24 年５月 23 日～12 月 20 日（７、８月を除く各月２回。計 12 回） 

 

３．対象  

 北祐会神経内科病院の神経難病患者  

 

４．方法  

（１）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

記入する。  

（２）一人につき 20 分から 30 分程度マッサージを行う。  

（３）施術後の自覚症状の変化を「かなり改善した」、「やや改善した」、

「変化なし」、「やや悪化した」、「悪化した」の中から選択する。  

 

５．結果  

 のべ患者数は126名で、男女の内訳は男性が 38名、女性が 88名だった（図

１）。年代別では、 30歳代が１名、 40歳代が 12名、50歳代が 11名、 60歳代

が35名、70歳代が 42名、80歳代が 21名、不明が４名だった。約 78％が 60歳

代以上だった（図２）。  

疾患別の内訳は、パーキンソン病が 92名で全体の約 73％、脊髄小脳変性

症が15名、痙性対麻痺が５名、その他が11名、未回答が３名だった（図３）。 

主訴の内訳は、腰痛・腰のだるさが 60名で最も多く、次いで頚・肩のこ

り、痛みが 43名、腰下肢の痛み・下肢のつっぱり感等が 11名、その他（全
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身倦怠感等）が12名となっている（図４）。  

施術後の自覚症状の変化については、「かなり改善した」が 68名で全体

の50％だった。「やや改善した」が 52名、「変化なし」が５名、「やや悪

化した」が１名、「悪化した」は０名だった。「かなり改善した」と「や

や改善した」を合わせると 120名で、全体の約 95％が「改善した」と回答し

ている（図５）。  

 

６．まとめ  

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。一方で、施術直後の状態を聞いているた

め、下肢の症状が強い場合などは「少し歩いてみないとわからない。」と

いう意見もあった。また、「マッサージ直後よりも翌朝に症状が軽くなっ

たのを実感した。」という感想も数名からあった。全体的には「楽になっ

た」、「気持ち良かった」、「もっと長く揉んでもらいたい」などの感想

を得ることができた。  

今後も個々の患者に適したマッサージを行うために、同病院におけるマ

ッサージ研修を継続し、技術を向上させていきたい。  

 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 

 図１  
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図４  
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