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鍼灸臨床（治療）に思う

関西医療大学　保健医療学部　はり灸・スポーツトレーナー学科　　楳田　高士

　鍼灸との出会いは35年前（1977）、近畿大学医学部で恩師の麻酔科学教室末包慶太教授が神経ブロックに鍼治療を

併用されているのを見た事に始まる。細い鍼に低周波通電すると鎮痛効果があり、各種ブロックに鍼治療を併用する

とより鎮痛効果が得られるとのことであった。それまでまったく鍼灸とは無縁の日々を送っていた私にとって鍼とい

う簡単な器具での治療は不可解であり不思議なことであった。中国からの鍼麻酔報道（1972）もあり、鍼灸を勉強す

ることになったのだが、心兪、肝兪、腎兪、脾兪、胃兪、膀胱兪、胆兪、大腸兪、小腸兪などのように臓腑と同じ名

前のついた経穴や経絡名が紀元前の書物に記載され、またその経穴が診断点であり治療点であるということに驚嘆し

たことを今でもはっきりと覚えている。誰が、どのようにして経穴・経絡名を定めたのか。「気」「血」「津」などの

哲学的な概念を用いて身体の状態を判断し、その過不足を鍼・灸を用いて補瀉して身体の調子を整えるのだが、鍼灸

臨床（治療）を始めた頃は鍼灸に科学的根拠が少なかったこともあり、また治療効果も出せず、鍼灸臨床の効果に懐

疑心をもつことも多く自信がもてず苦悩した時期が長くあった。

　あれから30年、欧米を中心にRCTによる鍼治療の有効性が盛んに検討され、システマティックレビューも数多く

報告されてきた。さらに日本における研究論文が東アジア伝統医学の有効性・安全性・経済性のシステマティック・

レビュー「鍼灸エビデンスレポート2011ル-53のRCT-」として本年報告された。臨床研究におけるコントロールとな

る偽鍼・偽灸に適切なものがなく、有効性の評価に問題を残しているのが現状であるが、今後、さらに鍼灸の有効

性・有用性の研究が進み、鍼灸の科学的根拠が集積されると思われる。

　本年、物質を構成する最小単位である素粒子の１つである「神の粒子」とされていたヒッグス粒子が発見されたと

のニュースが流れた。物質の質量の起源となる粒子とのことであるが、東洋医学で用いられている「気」についても

物質やエネルギーであればいつか科学的なメスが入り、現在の科学的根拠に加えて、「気の本質」が解明されて鍼灸

治効メカニズムが解き明かされることを望んでやまない。

　私自身のことであるが、鍼灸臨床経験を積み、その効果についてある程度語れる様になり、₁本の鍼のもつ作用

のすばらしさも感じるとることができるようになった。この年齢になり、やっと私の治療法を確立しつつあり、鍼灸

の有用性を確信できるようになった。

　現在、多くの臨床家が、誰が行っても同じ効果が得られる体系づけた治療法を発表しつつある。鍼灸臨床には「未

病治」から「難病」に至る幅広い多くの疾患に対応できる魅力が多くあり、さらに、さらに鍼灸の真髄を深めたいと

いう意欲はつきない。

　さて、昨年ブラジルのサンパウロでWFAS（国際鍼灸学会）が開催され発表参加した。その際、本学で鍼灸を学

んだJICA研修員11名と再会した。そのなかの₁人でブラジル、パラナ州クリチバ市出身の研修員からクリチバの

都市について書かれた「Acきpきncがきおe Uおbana」という本が出版されていることを知らされた。帰国後その本が翻訳

されていることを知ったが、著者は元クリチバ市長Jaime Leおneお氏であり、翻訳本は「都市の鍼治療」という表題

であった。内容は都市再生術を記したもので、都市問題は外科手術のような費用のかかる大がかりな処置をもってし

ても根本的な治療を施すことは困難なほど深刻化している状態が多く、もう一度都市のもつ魅力を再認識してそれを

取り戻すために、身近なことから変えていこうという施策を「鍼治療の有効な一突き（刺）」にたとえたものである。

「低コストでかつ素早い一突き」を行うことにより、魅力的な都市に再生できるという。著者は現在、パラナ州の知

事とのことであるが、鍼治療を受けて、鍼治療の効果・特徴を的確に捉え表題に用いたものと思われた。このように

表現される鍼灸治療が世界各国で広まりつつあるが、日本国内でもっと普及することを望んでやまない。

　本学園に奉職してすでに15年が経過した。大学教員には教育・臨床・研究が求められている。この３本の柱に優

先順位はつけ難いが、多くの学生が求めているのは鍼灸臨床能力である。ひとりひとりの学生の生き方を左右する教



育の大切さ、その責任の重さを強く感じる立場になったが、卒業生に対し、私のように遠回りせず、できるだけ短期

間で鍼灸師の社会的役割を十分に担える臨床能力を身につけることができる教育施設の設置が必要であることを痛感

している。鍼灸に関係する多くの諸先輩、後輩の力をも借りて鍼灸の今後を切り開いて行きたい。
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木村 通郎 教授のご退職に際して

関西医療大学　学長　　吉益　文夫

　長年にわたり、本学の発展のためにご尽力いただきました、木村　通郎教授が本年３月末日をもって定年退職され

ることになりました。

　木村先生は、和歌山県立医科大学、富山医科薬科大学の両大学勤務を経て、昭和60年４月に関西鍼灸短期大学の

教授に就任されました。

　以来今日まで、解剖学の講義を担当される傍ら、ご自身の専門である電子顕微鏡を用いての分子形態学的及び免疫

組織学的研究を精力的に展開されてまいりました。

　一方、短大時代には学生部長、教務部長、動物実験センター長、専攻科長等の要職をこなし、大学の管理運営面で

も多大な貢献をされました。

　平成15年に四年制の大学に改組・転換してからは、特に、自己点検・評価委員会の委員長代理として、ご活躍い

ただきました。

　これらの数々の功績が認められて、本年４月、関西医療大学名誉教授の称号が授与されることになりました。

　３月末に行われた教員有志による送別会の席上、先生は約1時間パワーポイントを使って、これまでのご自身の教

育・研究の歩みと本学の発展の歴史について熱っぽく語られ、参加者一同に深い感銘を与えていただきました。

　特にお願いして、ここにその時の講演の要旨を載せていただきましたので、本学園の教職員をはじめ関係各位の

方々にご一読賜れば幸甚に存じます。
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回想：関西医療学園に在職して

特別寄稿

回想：関西医療学園に在職して

木村　通郎

　この度、関西鍼灸短期大学開学時（昭和6５年４月）

から数えて７7年、理事長・学長・教職員皆様の御指導

御援助の御蔭を持ちまして去る３月末、定年退職し、関

西医療大学名誉教授（第一号）の称号を頂きました。そ

して、武田法人本部長のお勧めを受け、先月の「退職者

を送る会」で御挨拶させて頂いた自分史の内容をまとめ

て、紀要に特別寄稿できることになりました。改めて、

ここに御礼申し上げます。

　振り返れば、運命の糸に辿り寄せられ電子顕微鏡と共

に本学に御世話になりましたが、糸の先端は短大開学よ

り６５年前（昭和5５年５月）に遡り、米国留学から和歌

山県立医科大学に戻った頃の応医研教授（城戸先生、田

端先生、八瀬先生）との出逢いでした。

　実際、当時の所属長は田端教授で、「扁桃関連疾患モ

デルを用いた免疫組織学研究」を通して、昭和58年京

都国際会議場での第一回国際扁桃シンポジウム（田端会

頭）（写真①）から平成６６年（一昨年）の第７回国際扁

桃上気道・粘膜免疫シンポジウム（旭川医大・原渕会

頭）に至る長期の国際会議に、本邦とヨーロッパ（イ

タリア、スイス、ベルギー、チェコなど）の医科大学

とで４年ごと開催された同シンポジウムにシンポジス

トとしてほぼ毎回招待されてきました。取分け、家内

共々出席した２回シンポジウムはイタリア・パビア大

学（ミラノ郊外の世界で２番目に古い医科大学でノーベ

ル賞受賞者カミロ・ゴルジやスカルパの生首が保存さ

れている同大解剖学博物館は世界的に有名）で開催さ

れ、大講堂での開会式でのイタリア語交えた田端教授

の格調高いメモリアルスピーチと中世を代表する有名

な古城（SCALDASORE CASTLE）でのガリオット会

頭（イタリア耳鼻咽喉科学会会長）主催の優雅華麗な晩

餐会は生涯忘れえぬ感動の体験となりました。田端教授

はシンポから帰国後、和医大学長に選ばれ益々ご活躍さ

れて居られましたが悪性腫瘍に急逝され、第３回シンポ

ジウム（札幌医大・形浦会頭）では後任の山中学・札幌

医大助教授（和医大耳鼻咽喉科学講座教授）の御世話に

なりました。会場は北海道トマムでしたので東家先生も

一緒に招待され、ヨーロッパの著名な解剖学・免疫組織

学者（ロンドン大学ペリー教授、プラハ・チャールズ大

学スプリカ教授、ハンガリー医科大学のカルチェフ教

授・他）らと、シンポジウムを立ち上げられた田端初代

会頭の御遺徳を偲び、鎮魂の学術交流を持つ事ができま

した。（写真②－１）当時、本学電子顕微鏡室で取り組

んでいた「扁桃保有モデル（スンクス）を使ってのIgA

粘膜免疫機構（扁桃・パイエル板相関）でのM細胞に

ついて」の研究は海外でも注目され、第４回（ゲント大

学・プラハチャールズ大学）第五回（和歌山医大）に

inぎiがeされ欧米の学術誌に紹介、Anaがomけ Depaおがmenが 

of Kanかai Sinkけき Collegeをして、「小さくとも世界に

通じる研究に取り組む」・「夢」を現実のものにすること

ができた。更に、７５６５年第７回シンポでは富山医薬大

助教授時代に２期生だった高田先生（金沢医科大・耳鼻

咽喉科教授）と座長を担当でき、学究生活の喜びに浸っ

た事（写真②－２）など田端教授の御恩は計り知れな

い。

　城戸教授は筆者の本学就任を直接御世話下さった一番

の恩人です。そして、八瀬教授とは米国留学時（６97７

年）から御縁が続いて和歌山医大・関西鍼灸短大・大学

時代御指導を頂きました。

　今日あるのはこの応医研３教授の御指導の賜物、御恩

を生涯忘れてはいけないと思っている。

エピソードⅠ：「どうして和医大応医研から富山医薬大

へ」

　留学帰学１年過ぎ、田端教授研究室で患者末梢血やリ

ンパ組織からのTBリンパ球分離など電子顕微鏡を使っ

ての仕事していましたが、その内容が、ワックスマン研

究所での研究に繋がり、再度の渡米を準備していた時

期、第一解剖半田教授に突然呼ばれ「後輩の金沢大学本

陣学長（解剖学教授）が富山医科薬科大学新設立ち上げ

に、電子顕微鏡のできる組織学助教授候補者を探してい

る、木村君、どうかねェ？」…「ハイ、これ、協力して

あげて！！」とその場で文部省大学設置審議会用の分厚
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い書類を手渡され、「パスする筈ないと気軽に」引き受

け、３ヶ月後、これまた、突然、学長室に呼び出され、

当時の村野学長から「昭和5７年４月富山医科薬科大学

開設時、第二解剖学講座助教授に就任するよう大学設置

審議会から通知（海部文部大臣（後の総理大臣）捺印の

任命状が同封されていた）が届いているが、木村君、応

医研講師を辞して富山に行くつもりかねェ！！」と確認

され、俄に引き下がる訳に行かず「ハイ、そのつもりで

あります」と生返事をしてしまい、「ワァ！！大変な事

態になったゾ！！」と頭が空っぽに、、予想しなかった

富山行きが決定してしまい。サイコロが転んだ、もう戻

れない、これも運命だ？

　医薬大赴任迄の気分転換にと…米国解剖学事情の勉学

と視察を兼ねてニューオリンズ・ツーレン大学免疫微生

物学教室主任ゴットリーベ教授（和医大二病理斎藤教

授・玉置講師の留学先）から客員教授招請を理由に、再

度、渡米し、R３Yaがeか主任教授（当時の国際解剖学会会

長）の同大電子顕微鏡室などで免疫組織学に関わる欧米

の研究情報を夢中で学習した。（写真③）（この間、留学

中の玉置先生宅で大変な御世話になり、資料持って帰国

の途上、ハワイ大学解剖学教室に立ち寄り解剖学実習を

体験し、同大留学中の平尾先生（当時・和医大生物）を

訪ねた後、成田に向けホノルル空港を離陸した搭乗機

ノースウエスト・ジャンボ（最後部座席）にトラブルが

生じ、主翼車軸部からの火災発生を防止するため機内の

燃料を全て太平洋上空に空中散布し、夜間、十数台の化

学消火専用車が待機するホノルル空港に胴体着陸の凄い

体験をした、車輪が完全に出ない状態の機体は激しくバ

ウンドとパンクを繰り返し、滑走路を大きく外れ一部破

損しながらの胴体着陸、機内は騒然、パニックになりま

したが、幸い死者なく命拾い、翌日、別機で成田に帰れ

ました。富山行きに嫌な予感を感じた。そして、４月、

大慌てで引っ越し家族共々、残雪の医薬大宿舎に、和歌

山と富山は距離にして僅９５５キロですが日常生活は南国

紀州のそれとは異なり、冬場の大雪に、面喰った。（写

真④）初年度は、相談相手が無く子供の学校や日常生活

に戸惑ったが、翌、昭和5８年春、助け舟、同じ和医大

応医研から西野先生（現名古屋市大学学長）が第二生理

学講座助教授に着任され、勇気６５５倍（米国留学が同時

期で住まいも同じ建物、共にNYやカナダを家族同志で

旅行した）、その後、整形外科学講座助教授に和歌山田

辺出身の玉置先生（前和医大整形外科教授）が千葉大学

から就任され、紀州組、助け合って雪深い北陸での慣れ

ない学究生活を奮闘したものでした。先のホノルル空港

胴体着陸時感じた嫌な予感が的中（所属教室の当初教授

予定者が大学設置審議会の審査で不可となり、別教授

とペア、折り合いが悪く）、教育研究面で衝突が絶えず

電子顕微鏡も自由に使えず（今でいうパワハラ）、約８

年間転出はままならず、冬の大雪も相まって、次第に、

「関西方面に戻る」を考えるようになり、知人に相談し

たりしながら、ひたすら、博士課程院生の修了（大学院

完成年度）を待っていた矢先（昭和58年冬）、和医大応

医研城戸教授から「木村君、泉州熊取に３年制の東洋療

法短期大学が新設される。そこの解剖学教授として帰っ

てこないか？」とお電話を頂き、二つ返事で「お願いし

ます」と小躍りしたのが７9年前（９７才）の出来事でし

た。

　そして、日時は定かで有りませんが、和医大・生化学

の城戸教授が大阪駅の６７番プラットホームに待ってい

て下さり、「お～い、ここや、ここや」の城戸先生のお

声に導かれ、阪急ホテルで初めて武田秀孝理事長、川俣

順一学長にお会いし、次いで、我孫子の学舎に移動、武

田千恵子総務課長ら事務担当の方々とお会いでき、熊取

に建設予定の新校舎の図面や工事進捗予定なと教えてい

ただき、両親の待つ和歌山市の実家に久振りに帰った。

　当初、「新設短期大学名」は、「東洋医療技術短期大

学」でしたが、間もなく、「関西鍼灸短期大学」と変わ

り、“エッ！！…鍼灸？”全く無知の領域だったので大

慌てで書物を読み漁り鍼灸に関わる知識の吸収に努め

た。

　関西鍼灸短大への転出劇では、幸運に恵まれた。取分

け、川俣先生とは予てから御縁〔米国留学時に同じ大

学の微生物部門に阪大微研（川俣所長）から五十嵐先

生（後・長崎大学熱帯医学研究所所長）が来られてい

て、五十嵐先生を通して微研の先生方と交流、、昭和58

年Wolf賞を受賞し文部省学振招聘外国人教授として来

日された恩師マラモロシュ教授（ラトガース大学ワック

スマン微生物研究所）（写真⑤）と阪大微研研究交流会

に同行、川俣先生に直接お会いしていた、文部省科学研

究費総合研究・川俣班の班会議でも接点があった。〕が

あり、そしてまた、川俣先生は富山医薬大の割愛交渉責

任者の熊谷副学長（元阪大内科教授）とは旧知入魂の間

柄であられたことなどから（写真⑥）、関西鍼灸短大就

任後でも医薬大同様に研究継続できるよう何かと御配慮

下さり、特に、経費の掛かる電子顕微鏡室や解剖学教室

（２名の助手）の設置の割愛条件を文書で確認して下さ

り、当時の科研費一般研究Cの課題研究（研究代表者）

を継続できるよう、文部省担当者に交渉して頂けた（科

研費代表者の国立大学から新設短期大学への移動は初め

てのケースであった）。御蔭で本学園在職の間、引き続
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き科研費助成に恵まれ、これまでに約９１５５５万円を超え

る科学研究費助成と海外での招聘講演（４大陸７５カ国

以上）にも恵まれた。（医薬大就任時の任命権者が文部

大臣であったため、転出が容易に認可されず御苦労が

あった事を、その後、知った）

　割愛から就任迄の２年間は、科研費研究課題の扁桃関

連リンパ節へのリンパ球再循環機構に関わる免疫組織学

的研究や富山医薬大和漢診療部グループとの共同研究、

更に、新しい実験動物として注目されていたスンクス

（食虫目）の扁桃リンパ組織の分子形態学的研究など自

由に行え、その成果を専門誌（ImmきnologけやMedical 

Elecがおon Micおoかcopけなど）に報告することができた。

　川俣学長は、当時、日本実験動物学会立ち上げた初代

理事長としても御活躍、関西鍼灸短大に阪大微研動物実

験室を模した動物実験センター（当時、川俣学長は松下

和歌山医大学長らと、高血圧自然発症ラットや糖尿病発

症マウスなど疾患モデル動物の開発に取り組まれ、日本

屈指の実験動物研究者としても短大学長室で同学会理事

会を再三、主催されておられた。この時期、解剖学教室

助手に黒岩先生と東家先生（平尾教授の弘前大学の後

輩）が合流、黒岩先生には、初めての鍼灸教育から、そ

の後、今日まで随分助けて頂きアドバイスを受けた。

　昭和6５年４月（９９才）、待ち待った開学を地元泉州

（小中高時代を過ごした）で迎える事ができ、小さくて

もキラリ世界に通じる微細形態学研究室を創ろうと身の

引き締まる思いでスタートした。一期生６７５名と若手教

員とで満席の現在の７６６教室で真っ白な黒板に向かった

初講義時の感激は、今も鮮明に脳裏に焼き付いている。

（写真⑦）（今春からは非常勤講師として、同じ７６６教室

で看護学科１年生に解剖生理学を教えている。）

　第一回教授会は川俣学長のもと植田学科長、佐野診療

所長、黒住図書館長、中島教務部長、田中外科部長、私

の７名が集い、予算の配分を検討、７５才以上年上の大

先先生に混じっての緊張した教授会スタートでしたが、

会議終了後の先生方の会話は趣味の絵画の話や戦時中陸

海軍将校だった頃の武勇伝等が飛び交い、楽しく和気藹

藹であった。ところが、半年程して、植田学科長が病魔

に倒れ、佐野所長が阪大人事？で転出、開学時より病気

療養中だった吉田一次教授も復帰不能になるなど教授会

運営に支障を来し、「木村君、和医大に内科教授を探し

て欲しい」と川俣学長に要請をされ、親友だった和医大

第二病理の内科医江本先生を常勤診療医（その後、三国

教授（診療所長）に、次いで別所先生へと和医大勢に移

行）に、翌6６年４月、学科長に川俣学長旧知の理事の

堀先生（前奈良医大学長）（第９５回全日本鍼灸学会学術

大会会長）を迎え、鍼灸臨床教授に和田先生も加わり、

教授会の議題話題も増え、昭和6６年９月、山田監事の

発案で武田理事長、川俣学長、堀診療所長、私の面々

で本場中国鍼灸事情を知ろうと上海中医学院（当時、

WHO認可の国際鍼灸トレーニングセンター）と北京中

医学院を視察、両学院との学術交流を締結した。（写真

⑧－１）当時、上海中医学院人体解剖学教室の献体を用

いた経穴解剖学演習講義や展示標本数は、日本では到底

及ばない世界屈指のものを感じた（その後、本邦の医歯

薬出版社の協力を得て同学院解剖学の厳振国教授と「経

穴断面解剖図解」上肢編・下肢編を共同出版できた）、

が、「文化大革命後の影響もあってか？」中国鍼灸その

ものから学ぶ事は殆ど無く、日本の方が全てに進んでい

ると印象を持った。事実、上海中医学院は、日本の科学

技術を学びたいと電子顕微鏡室の客座教授を要請され

た。上海中学院との交流は、（写真⑧－２）その後も文

部省科研費（大学間国際学術研究）の助成をも受けて研

究班会議を両大学で実施し上海中医薬大学となってから

も交流は続いている（写真⑨）（交流の中心として活躍

された鐘客員教授の急逝は大きな痛手で、現在は、交流

が止まっている）。

　川俣学長在任の６年間は入学試験も２倍以上の競争率

が毎年続き順調で、おかげで研究活動に没頭すること

ができ、医薬大時代の僚友寺沢教授・西野教授・玉置

教授らのエールを受け富山医科薬科大学（現和漢診療

部教授島田教授後藤助教授）・和歌山医大（眼科雑賀教

授・耳鼻科九鬼助教授・整形外科亀田・高橋研究員や本

学増田教授）・阪大４内・奈良医大４内から若手教員や

大学院生らが来室（写真⑩）、解剖学教室は賑わい、夏

休み冬休み返上で活気に満ち満ちていた。当時の解剖

学教室の電子顕微鏡研究成果は平成６7年京都で両陛下

御出席のもと開催された第６6回国際解剖学者会議（６6 

Inがeおnaがional Fedeおaがion of Anaがomiかが Aかかociaがion）

とレセプションにシンポジストとして招聘され講演で

きた。 更に、４年後の南アフリカ・ケープタウンでの

６7 IFAAにヨハネスブルグ大学解剖学教室からinぎiがeさ

れ、念願だった喜望峰にも立つことができた。（写真⑪）

　また、和医大での、研究発表討議会に討議委員として

参加し、学位論文作成に関わる等、和医大との交流が最

も盛んな時期であった。また、奈良県警鑑識課から走査

電子顕微鏡を無償で貰い、分子形態学レベルでの３D研

究も可能になった。

エピソードⅡ：開学時教授の大半が阪大勢が主だったの

に、和医大勢がどうして、その後多くなってきたの？
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　開学２年目（昭和6７年）、文部省科研費総合研究川俣

班（腎症候性出血熱ウイルス）に関わる国際会議が韓国

ソウルで在韓米軍とソウル大学共同で持たれ、その第

一回韓国出血熱ウイルス会議に日本代表とて川俣先生

が招かれ、分担研究（木村）を発表する機会ありまし

た。その会議に６978年度ノーベル医学生理学受賞者ガ

イジュセック教授〔パプア・ニューギニアでプリオン

発見；八瀬教授もパプア・ニューギニアで一緒に研究

されていた）（先月、知った事ですがガイジュセック教

授（NIH）は若山教授の米国NIH留学時・６99５ ～ ６99８

年のボス〕も特別講演に招かれていて（写真⑫）、私の

電子顕微鏡所見に興味を抱いて質問（写真⑬）、川俣学

長同机の懇親会席上、「君、６97９年頃、ワックスマン研

究所のマラモロシュ教授（ガイジュセック教授とは共

にNY在住の旧知のウイルス学権威）ラボにいたので

は？」と親しげに話しかけられ…ところで「今回は、日

本のどこから来たの？関西鍼灸（Kanかai Sinkけき）て、

どこ？大阪？大阪南部のWakaけama近く？」と質問さ

れ…「和歌山医大のDお３ Yaかe知っている？？」との矢

継ぎ早に質問され、隣で会話を聴いていた川俣学長が

「和医大応医研の八瀬先生って！！」…「ハイ！！」…

「ALSの世界的リーダーで、東洋医学に憧憬の深い尊敬

している応医研教授です。」とお答えした。「この出逢

い」が川俣学長に八瀬教授の存在を強烈に印象付けるこ

とになり、「そや、僕の次、八瀬先生に学長をお願いし

よう！！」と腕組みされた御姿を今も思い出す。

　八瀬教授は６97８年ワシントンの米国議事堂でGきam

島のALSについて招待講演された；そして、その帰路、

知人宅からニューヨークまで私の運転（FARCON）

（家内と３才の研一も一緒に）でお送りした事があった。

NYジョージワシントン橋を走行中、乱暴な運転に車中

で御声がでなかった緊張されていた先生のお顔を思い出

す。

　そして、平成４年３月川俣学長が退職され、４月、武

田秀孝学長が２代目学長に就任され上海中医学院客座教

授や京都国際会館での第３回世界鍼灸会議に副会頭とし

てご活躍され、八瀬教授の和医大退職を機に学科長に迎

えられ（写真⑭）、２代目任期を終えられて平成６５年４

月、３代目八瀬学長が就任、平成６８年第5５回全日本鍼

灸学会大阪大会会長を主催され、日本東洋医学会にも活

躍され、世界鍼灸医学界・東洋医学界でのリーダー校と

して、関西鍼灸短期大学が高く評価注目されるように

なった。八瀬学長や私は富山医科薬科大学和漢診療部

（寺沢教授ら）との共同研究（総額７１５５５万円超の厚生

省・長寿総合研究費助成）を実現する事が出来、海外で

開催された第３回以降の世界鍼灸学会議（私は全日本鍼

灸学会理事・副会長・監事として）や国際解剖学会議・

電子顕微鏡会議など招いてもらい（北京、上海、ソウ

ル、バンコク、香港、台北、ポルトガル、オーストラリ

ア、スイス、イタリア、バリ島、ケープタウン、サンフ

ランシスコ、コロラド、サンパウロなど）、海外で活躍

されている学園のOBとの交流など楽しい思い出がつき

ない。（写真⑮）

　６998年スイス・ベルン大学留学中の大阪体育大学滝

瀬教授の留学先（スイス・ベルン大学分子生化学部門

A３Aげげi教授）で約１時間講演の機会に恵まれた。当時、

滝瀬先生も体育大学で解剖学を講義を担当しておられ、

教室に院生を派遣され、本学への非常勤講師の派遣など

御世話にもなっている。（写真⑯）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　この様に順調に推移してきた学園でしたが、昭和6８

年柔道整復師養成校設立に関わる福岡地裁判決に端を発

する、小泉内閣時代の「規制緩和の波」は全国に柔道整

復師養成校の新設乱立を招き、影響が鍼灸師養成校にも

及び結果として専門学校数が急増し各専門学校レベルで

の受験者は激減した、「大学設置基準」も厳しい事前審

査から届け出制になり大学レベルでも新設学部や新設大

学が急増し、本学も、その煽りをモロに受け年々受験者

数が激減し、短大に専攻科を設置したり、更に４年制の

鍼灸大学・大学院修士課程へと改組転換、理学療法学科

に次いでヘルスプロモーション整復学科を新設し入学者

数増に向保健医療学部としてまとめ新たに保健看護学部

を新設し、私立大学の運営基盤・入学者定員確保に学園

を挙げて取り組み、厳しい過当競争と財政面での危機か

らの脱却に諸策を講じている。

　私は、昭和67年４月、常務理事・理事を拝命しで７６

年目（常務理事は当初６９年間）になりますが、武田理

事長の卓越された先見の明とリーダーシップの御蔭で、

前半６５年は順調な学園運営でしたが、昭和6８年の「福

岡裁判」以降、鍼灸師・柔整師養成を目標とした教育機

関（専門学校・大学）が乱立、受験生確保がより困難な

激動の競争時代に突入し、その改善改革に取り組んでお

られる理事長・理事諸先生方の御心情を思うにつけ、激

動期、何一つお役に立てず教授を退職する身を心苦しく

思っています。理事を在任の残り２ヵ年、少しでも、学

園の御恩に報うよう頑張らねばと思っています。

　万感の想で綴りました拙文です。大変、失礼な記載箇

所が多多みられ、お恥ずかしい次第ですが、お許しくだ

さい。

　末筆当たり、本学就任時から今日まで御世話になりま
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した現・解剖学教室の東家先生、深澤先生と元解剖学教

室員の黒岩先生、五十嵐先生、戸村先生（専門学校）、

藤原先生（専門学校）教室研究生・研究員の諸先生、並

びに、解剖学教室の向かいで格別の御支援を頂きました

東洋医学基礎教室の戸田先生、大西先生には、感謝いた

しております。

　このように本学で７7年間以上、一度も故障無しの電

子顕微鏡を存分に使わして頂いて分子形態学研究にも打

ち込め６7カ国以上の国際会議に招聘され大過なく今日

を迎えれましたのは、理事長、学長、教職員を始め大勢

の卒業生や学園関係者皆様の御指導・御支援の賜物で

す。改めて、衷心より御礼申し上げます。有難う御座い

ました。

写真①　（左）第一回国際扁桃シンポジウム（田端会頭）（京都）／（右）第二回国際扁桃シンポジウム（イタリア）
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写真②－１　第三回国際扁桃シンポジウム（札幌医大・形浦会頭）1995年６月
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写真②－２

海外の講演で使用した大学の航空写真

中国針灸学院からの笠川財団留学生　金春蘭博士と（北京） 高田教授（金沢医大・耳鼻科教授）富山医薬・２期生
2010年
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写真③　米国解剖学事情の勉学と視察（ニューオリンズ・ツーレン大学）

免疫微生物学ゴトリーベ教授室で（ツーレン大学）1997年３月
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写真④　富山医薬大助教授時代

西野助教授と大学宿舎前で

医薬大屋上で半田教授と

北陸自動車道沿いの富山医薬大学

大型除雪車前で

ポールソレイテン（オランダ：グロニンゲン大学助教授）と
呉羽山で

大雪の医薬大キャンバス（56豪雪を体験）
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写真⑤　昭和58年Wolf賞を受賞したマラモロシュ教授（ラトガース大学ワックスマン微生物研究所）

ワックスマン研究所前で
斎藤教授と飯沼先生（日本医師会学術部理事）らと

33才誕生日

留学先のワックスマン研究所とマラモロシュ教授
1975年３月
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写真⑥　富山医科薬科大学医学会学術集会（熊谷副学長）



12

関西医療大学紀要１ Vol３ 6１ ７５６７

写真⑦　地元泉州で新設・関西鍼灸短期大学（一期生120名）に着任

富山医科薬科大学で（昭和60年）

東家先生と（平成18年３月）

関西鍼灸短期大学　昭和60年度　入学宣誓式（昭和60年４月10日）
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写真⑧－２　上海中医学院との学術交流を締結

写真⑧－１　北京中医学院との学術交流
左から山田監事、武田理事長、川俣学長、堀診療所長、木村
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写真⑨　上海中医学院との学術交流は、上海中医薬大学となってからも続いた
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写真⑩　富山医科薬科大学・和歌山医大・阪大・奈良医大から教員や大学院生らと研究

木村通郎先生　教授昇進祝賀送別会　昭和60年３月11日　富山市鯰温泉
富山医薬大・医学部助教授会メンバー

寺沢教授
↓

西
野
教
授

玉
置
教
授

嶋田豊教授と（富山医薬大）

東洋医学基礎教室で（和医大二病理） 髙橋先生らと（和医大整形外科）

西野仁雄（名古屋市大学長）と マスロジョバンニ先生（鍼灸英語）
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写真⑪　第17回国際解剖学会議／南アフリカ・ケープタウン（喜望峰）2009年８月

第16回国際解剖学者会議（平成17年京都　両陛下ご出席）2005年
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回想：関西医療学園に在職して

写真⑫⑬　川俣学長、ガイジュセック教授、八瀬学長

ウイルス感染神経細胞の？物体

1989年５月

（若山先生提供）
ニューギニア島の八瀬先生とガイジュセック教授
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写真⑭　武田秀孝学長時代

武田学長と

上海中医薬大学・留平副学長と

中国杭州西湖で
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回想：関西医療学園に在職して

写真⑮　海外での国際解剖学会議・電子顕微鏡会議など、活躍されている学園ＯＢとの交流メモ（2011年11月サンパウロ）

写真⑯　スイス・ベルン大学で講演

浦部先生、竹先生、滝瀬教授と
インターラーケン駅で

ベルン大学分子生物研究所前
（1998年８月）
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総　　説

ヨモギの抗酸化作用についての研究

戸田　静男

関西医療大学保健医療学部

要　旨

ヨモギ　Artemisia vulgaris L３ ぎaお３ indica Maxim（=A. dubia Wall３）は、キク科ヨモギ属の植物である。ヨモギは、

世界各国に生息している草で主に野山に広く分布している。多年草であることから、雑草のごとく生息しているといって

もよいであろう。このことから、ヨモギは多面的な要素を持ったかなりの高度な機能を持った進化した植物といえよう。

ヨモギは、古来より葉を食用、薬用、美容、灸など色々な方面で用いられてきた。ヨモギのような植物の葉が光合成によ

り酸素を放出するようになったことから、空気中に酸素が７５％含有するようになった。その酸素を動物は利用して、莫

大なエネルギーを得るようになった。しかし、酸素による様々な障害の存在が見いだされた。酸素は、ラジカル化して遊

離基の活性酸素となる。活性酸素は、脂質、たんぱく質、糖質のような生体物質を障害する。そのことが、種々の疾患の

原因ともなる。このようなことから、酸化ストレスという語句がよく用いられる。しかし、ヒトは酸化ストレス障害を防

御するシステムや抗酸化物質を持っている。植物にも、同様なことが言える。植物は、常に大気や日光にさらされてい

る。大気中の酸素は、空気中の金属や汚染物質、太陽光線中の紫外線や放射線などによって活性酸素となりうる。このよ

うなことから、植物は酸化的ストレスを受けているといってもよい。植物にも、そのための抗酸化システムがあり、抗酸

化物質が存在している。ヨモギの化学成分は、精油、フラボノイド、ポリフェノールなどがある。それらの数種に抗酸化

性のあることが、認められている。ヨモギ中のポリフェノール量は、現在抗酸化性を有する健康茶として用いられている

様々なハーブ茶と匹敵するくらいの含量であった。ヨモギエキスの抗酸化ストレス作用について、種々の検討がなされて

いる。その結果、ヨモギには活性酸素除去作用、抗酸化抑制作用などのあることが示唆された。活性酸素によって生じる

肝障害に対しても、ヨモギエキスは抑制作用を示した。その他に、抗糖尿病作用、apopがoかiか誘導作用、免疫調節作用な

どがある。それを、われわれ人類は古来より利用してきたのであろう。まだまだヨモギにわれわれの知られざる機能があ

るかもしれないし、成分があるかもしれない。ヨモギは、これからもいろいろな方面から研究をする価値のある興味深い

植物といえる。

キーワード：活性酸素、抗酸化作用、抗酸化物質、酸化的ストレス、ポリフェノール、ヨモギ

１．緒言

　ヨモギは、世界各国に生息している草といえよう。日

本では、本州・四国・九州などを中心として、主に野山

に広く分布している。多年草であることから、雑草のご

とく生息しているといってもよいであろう。古来より、

そのようなことが和歌などに読まれている。たとえば、

以下のような和歌がある。

　後鳥羽院　「秋の歌とて秋更けぬ鳴けや霜夜のきりぎ

りすやや影寒し蓬生の月」（『新古今和歌

集』 １）

　西　　行　「これや見し昔住みけむ跡ならむ　蓬が露

に月のかかれる」（『新古今和歌集』） １）

　石野広道　「蓬生の宿より外もかすむかと出でてや

まみまし春のよの月」（『冷泉家御褒詞詠 

藻』） ２）

　このように、道端や林の中の草むらの中でひっそり

と、しかしたくましく毎年生えてくる草というような印

象がうかがえる。

　雑草のようなたくましさを持っているが、香高い興味

深さも持ち合わせており、清少納言は以下のように『枕

草子』で述べている。

　清少納言　「節は五月にしくつきはなし。菖蒲、蓬

などのかをりあひたる、いみじうをか 
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し。」 ３）

　このように、ヨモギは多面的な要素を持っているとい

える。ヨモギは、山、野原、砂漠など地球上のいたると

ころに存在している。そして、約７5５種あるといわれて

いる。それらは、古代より進化したものであり帰化した

ものもある。４γ ５）

　数億年前に海中の藻類や菌類が離陸上に進出して、植

物になったといわれている。そして、それが初期の葉脈

のような形態から現在のような大きな表面積を持つ葉に

発達した。その葉の形成によりたくさんの気孔を作るこ

とで、二酸化炭素を吸収し太陽光エネルギーで光合成を

おこなうことが出来るようになった。６）ヨモギはその

ような葉の形態をしているから、かなりの高度な機能を

持った進化した植物といえよう。

　植物は光合成により酸素を放出して、空気中に酸素が

７５％含有するようになった。その酸素を動物は利用し

て、莫大なエネルギーを得るようになった。すなわち、

細胞内のミトコンドリアで酸素を利用するTCAサイク

ルのシステムでエネルギー産生物質であるATPを多量

に生成することが出来るようになった。このようなこと

は、動物のエネルギー獲得の上で有益なことであった。

しかし、酸素による様々な障害の存在が見いだされた。

酸素は、ラジカル化して遊離基の活性酸素となる。活性

酸素は、脂質、たんぱく質、糖質のような生体物質を障

害する。そのことが、種々の疾患の原因ともなる。この

ようなことから、酸化ストレスという語句がよく用いら

れる。しかしながら一方、活性酸素は殺菌や細胞情報伝

達のような生体防御系や生体調節機能系に機能してい

る。過量な活性酸素は、酵素やビタミンなどの抗酸化物

質で消去される。７）

　よって、われわれは酸化ストレス障害を防御するシス

テムを持っているといってよい。このことは、植物にも

いえる。植物は、常に大気や日光にさらされている。大

気中の酸素は、空気中の金属や汚染物質、太陽光線中の

紫外線や放射線などによって活性酸素となりうる。この

ようなことから、植物は酸化的ストレスを受けていると

いってもよい。植物にも、そのための抗酸化システムが

あり、抗酸化物質が存在している。ヨモギでもこのよう

なことについて、現在までに様々な研究がなされてき

た。

　本学の前身は、関西鍼灸短期大学である。筆者は本学

で鍼灸研究の機会を得、現在まで鍼灸の基礎と臨床の両

面から研究を行ってきた。灸療法は、ヨモギから採取さ

れる艾（モグサ）を用いる。ヨモギは、艾だけでなく薬

用、食用の多岐にわたる用途がある。従って、酸化的ス

トレスに対する抗酸化物質になりうる可能性があると期

待される。このようなことから、ヨモギからの抗酸化物

質の探索および抗酸化性について検討し論文発表してき

た。本総説では、これらをまとめ考察してみる。

２．ヨモギの植物学的考察

　 ヨ モ ギルAおがemiかia ぎきlgaおiか L３ ぎaお３ indica Maxim

（=A３ dきbia Wall３）は、キク科ヨモギ属の植物である。

別名をモチグサともよぶ。牧野富太郎著『原色牧野植物

大図鑑』によれば、「ヨモギは本州・四国・九州・小笠

原および朝鮮に分布し、山野にはえる多年草である。別

名をモチグサとよぶのは、春に若苗を採って草餅の材料

とするため。葉裏の毛からモグサを作る。切り傷に絞り

汁をつけるなど民間薬としての効用は多い。」とされて

いる。８）

　ヨモギ属には、そのほかに

ヤ マ ヨ モ ギ（ オ オ ヨ モ ギ ）Aおがemiかia ぎきlgaおiか L３ 

ぎaお３ ぎきlgaがiかかima Beかか３（=A３ monがana Pampanini）

オトコヨモギルAおがemiかia japonica Thきnb３

シロヨモギルAおがemiかia かがelleおiana Beかか３

イヌヨモギルAおがemiかia keiかkeana Miq３

ヒメヨモギルAおがemiかia laぎandきlaefolia DC３

タカネヨモギルAおがemiかia かinanenかiか Yabe３

サマニヨモギルAおがemiかia noおぎegica Fおieか３（=A３ aおc２

がica Leかか３）

アサギリソウルAおがemiかia かchmidがiana Maxim３

カワラニンジンルAおがemiかia apiacea Hance

クソニンジンルAおがemiかia annきa L３

ハマヨモギ（フクド）Aおがemiかia fきkきdo Makino

などがある。８）

　和漢薬としては、ヨモギの乾燥した葉が用いられ、艾

葉（ガイヨウ）とよばれる。李時珍（６5６8－６59８）編

著『本草綱目』（６596）によれば、冰臺、醫草、艾蒿

ともよばれるとしている。９）また、曲直世道三（６5５7

－６59９）編著『薬性能毒』（６6５8）では、和名として

興毛岐（ヨモギ）、毛久佐（モクサ）が記載されてい

る。６５）ヨモギは、草餅や草団子として日本では利用さ

れてきた。丹岳野必大（６6８8－６698）編著『本朝食鑑』

（６695）では「蒸て糯を合せ搗て餅となす。三月三日艾

餅を用て賀祝す。あるいは、粳米粉を合して搗て団子と

なし、焼餅となす。」とある。６６）このように、ヨモギは

薬用（和漢生薬）としてだけなく、食用としても用いら

れてきた。

　その化学成分は、以下のようである。６７－６5） 精油
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（eかかenがial oil）としては、図１のように

　α２がhきjene、α２pinene、camphene、かabinene、

　β２pinene、mけおcene、limonene、６γ8２cineol、

　p２cけmene、α２がhきjone、β２がhきjone、camphoお、

　linalool、がeおpinen２９２ol、α２がeおpineol、boおneol、

　boおnけl aceがaがe、geおaniol、eきgenol、caおけophけllene、

　γ２cadinene

などがある。

　フラボノイドとしては、

　kaempfeおol ８γ7２dimeがhけl eがheお、qきeおceがin、

　qきeおceがin ８γ８し２dimeがhけl eがheお、

　qきeおceがin ８２dimeがhけl eがheお、

　qきおceがin ８γ7γ８し２がおimeがhけl eがheお、

　qきeおceがqgeがin ８γ6γ7γ８し２がeおがおameがhけl eがheお、

　qきeおceがqgeがin ８γ6γ7γ８しγ９し２penがameがhけleがheお

などがある。

　また、ポリフェノールとしては、

caffeがannin（８γ5２dicafeoけlqきinic acid、 ８γ９２dicafe２

oけlqきinic acid、 ９γ5２dicafeoけlqきinic acid、 chloおogenic 

acid）などがある。（図１）

図１－１　艾葉の精油
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図１－２　艾葉のlavonoid 図１－３　艾葉のpolyphenol

　戸田が、ヨモギ中のポリフェノール定量を、常法で

行ったところ表１のようであった。６6）総ポリフェノー

ル（がoがal polけphenol）は、９３5±５３８８％であった。縮

合タンニン（condenかed がannin）は、ぎanililin aかかaけで

は５３6６±５３６7 ％、pおoanがhocけanidin aかかaけで は５３６９±

５３５６％であった。現在日本国内で汎用されている健康茶

には、かなりの種類がある。その中でももっともよくつ

かわれている健康茶（ジャスミン茶、ゴーヤ茶、大麦若

葉茶、ドクダミ茶、グアバ茶、杜仲茶、柿葉茶、ハトム

ギ茶、ウーロン茶、プアール茶、クコ茶）の総ポリフェ

ノール含量は、図２のようであった。ジャスミン茶、グ

アバ茶、ウーロン茶ほど多くはないが、ポリフェノール

の存在が認められた。６7）（表１、図２）

３．ヨモギの本草学的考察

　ヨモギは、古来より存在しており古代中国の本草書

『神農本草経別録』の中品に記載されている。これは、

その他中国や日本の歴代の様々な本草書に取り上げられ

ている。たとえば、以下のような記載がある。

　『本草綱目』では、諸々の病気の灸療法に用いられ、

止血作用もあると記載されている。９）

気味：苦微温無毒。

主治：灸百病。可作煎。止下痢。婦人漏血。利陰気。

表１　艾のポリフェノール含量

Conがenが（％） 含量（％）

Toがal polけphenol ９３58±５３８８

Condenかed がannin

　　Vanillin aかかaけ ５３6６±５３６7

　　Pおoanがhおocけanidin aかかaけ ５３６９±５３５６

図２　ハーブ茶の総ポリフェノール量
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生肌肉。辟風寒。使人有子。煎勿令見風。搗汁服。止

傷血。殺蚘蟲。主衄血下血。膿血痢。止崩血腸痔。止

腹痛。安胎。苦酒作煎。治癬良。搗汁飲。治心腹一切

冷気鬼気。治帯下。止霍乱転筋。痢後寒熱。治帯脈為

病。腹脹満。腰溶溶如坐水中。温中逐冷除淫。

　『薬性能毒』でも、諸々の病気の灸療法に用いられる

としている。６５）やはり、止血作用のあることが述べら

れている。そして、多量に服用すると副作用のあること

が述べられている。

　能　　百病に灸し用ゆ。一灼（ひとひ）を一壮という

なり。壮はさかんとよむ。人の病を去りて健かに

壮にするという義なり。吐血下痢婦人の漏血に煎

じ用ゆ。風寒を去り人をして子あらしむ。腹痛を

止め蚘虫を殺し胎を安す。中を温め冷を逐湿を除

く春の嫰き艾を秉搗て餅と成し乾かしめ生姜と合

せ服すれば泄瀉痢病産後の血を瀉するに用て甚だ

妙なり。

　生にて用れは微苦大辛、熟して用れば微辛大

苦。生は温、熟は熱純陽なり。太陽の眞火をとる

へく絶とする。元陽を囘すべし。艾を服すれば三

陰に走て一切の寒湿を逐ひ。

　毒　　世に艾一味を常に服すれば虚を補うといえリ。

されども多く服すれは熱気となり上に付き升り眼

を損す。

　食物学的本草書である『本朝食鑑』以下のように記載

されており、ヨモギで灸をすれば鍼灸で言うところの経

絡を通して、諸病を治療できると述べられている。６６）

　気味　生は則微苦大辛温、熟は則微辛大苦温毒なし。

　主治　中を温め、冷を逐ひ、一切の風湿を去り一切の

血を止む。之を灸すれは、諸経に透し、百種の病

邪を治し、沈痌を起こす。

　これらのように、東洋医学で生体内を循環するといわ

れている三大要因の気血水のうちヨモギは血の症状に対

して有効であることが本草学的にうかがい知れる。とく

に、止血作用のあることは注目するべきことであろう。

民間薬的に、出血の際に応急処置的にヨモギの葉を患部

に貼り付けていたりしていたようである。

　以上のように、日本国中といってもよいくらいさまざ

まな地域に生息しているヨモギは古来より利用されてき

た。なぜ歴史的の長い間現在まで利用されてきたのか

は、充分に分かっていない。このようなことを現代の土

俵で解明することは、今後の医療に対して何らかの貢献

が出来るものと思われる。

４．活性酸素と酸化的ストレス

　われわれ人類は、酸素呼吸をしている。酸素呼吸は、

植物のような二酸化炭素を利用することによる無酸素呼

吸よりもエネルギー効率が高い。しかしながら、酸素呼

吸することによって人類は酸素由来の毒性を受けること

になった。特に、フリーラジカルとよばれる遊離基の酸

素（活性酸素）の生体内での存在が明らかにされ、その

障害性についても研究されてきた。生体内で生じる主な

活性酸素種は、表２のようである。そして、それらの生

成は、図３のように考えられている。６8）（表２、図３）

表２　主要な活性酸素種

活性酸素種 活性酸素種名

O ２
３－ スーパーオキシド

１O ２ 一重項酸素

HOOH 過酸化水素

HO３ ヒドロオキシルラジカル

HOO３ ヒドロペルオキシラジカル

LOOH アルキルヒドロペルオキシド

LOO３ アルキルペルオキシルラジル

LO３ アルコキシルラジカル

HOCl 次亜塩素酸

NO 一酸化窒素

ONO 二酸化窒素

ONOO３ パーオキシナイトライト

O ３ オゾン

図３　活性酸素生成
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　活性酸素による様々な生体物質（特に、脂質、核酸、

たんぱく質、糖質など）の酸化、すなわち酸化的ストレ

スが注目されるようになってきた。それらをまとめたも

のが、表３である。

　脂質においては、脂質過酸化物である、

　acおolein、cおoがonaledehけde、７２hexenal、７２nonenal、

　９２hけdおoxけ２７２nonenal、４２hけdおoxけ２ ２２hexenal、

　malondialdehけde、４２oxo２７２nonenal、おegladine

化合物などがある。

　核酸においては、核酸酸化物である、

　8２hけdおoxけdeoxけgきanoかine、がhけmidinglけcole、

　8２hけdおoxけdexけadenoかine

などがある。

　たんぱく質においては、たんぱく質酸化物であるカル

ボニル化たんぱくがある。

　また、アミノ酸の酸化生成物として、

　hけdおoxけleきcine、hけdおoぎaline、niがおoがhけおoかine、

　cloがhけおoかine、diがhけおoかine

などがある。

　糖質では、グルコースなどの還元糖とたんぱく質との

非酵素的糖化反応（メーラード反応）による終末糖化産

物（adぎanced glけcaがion end２pおodきcがか）がある。６9）（表

３）

表３　酸化ストレスによる酸化物

生体物質 酸化ストレスによる酸化物

脂質 脂 質 過 酸 化 物（acおolein、cおoがonaldehけ２
de、７２hexenal、７２nonenal、９２hけdおoxけ２
７２nonenal、９２hけdおoxけ２７２hexenal、
malondialdehけde、９２oxo２７２nonenal、
おegladine化合物）

核酸 核 酸 酸 化 物（8２hけdおoxけdeoxけgきanoかi２
ne、がhけmid ing lけco l、8２hけdおoxけ２
deoxけgきanoかine）

タンパク質 カルボニル化たんぱく、アミノ酸酸化生成
物（hけdおoxけleきcine、hけdおoぎaline、
n i が お o が h け お o か i n e 、 c l o が h け お o か i n e 、
diがhけおoかine）

糖質 終末糖化産物

　なぜ注目に値するのかは、酸化的ストレスによる生体

物資の非特異的障害が組織障害に関係しているからであ

る。その組織障害は、様々な臓器でおることから、種々

の疾病の発症の原因となっている。表４ように、さまざ

まな炎症、アレルギー、虚血―再還流障害、癌、老化、

動脈硬化、脳浮腫やパーキンソン病などのような脳神経

疾患、紫外線による皮膚疾患、成人促迫症候群のような

呼吸器疾患、虚血性心疾患のような循環器疾患、さまざ

まな消化器疾患、腎疾患、糖尿病のような内分泌疾患、

全身性エリテマトーデスのような自己免疫疾患などがあ

る。６9）（表４）

表４　酸化ストレスによる疾患

生体物質 酸化ストレスによる疾患

炎症 関節炎、肺炎、腎炎、血管炎

アレルギー 気管支喘息

虚血―再還流障害 心筋手術、臓器移植

癌 発 癌（DNA障 害、 発 癌 プ ロ モ ー
ター）

老化

脳神経疾患 脳浮腫、パーキンソン病

皮膚疾患 皮膚紫外線障害

循環器疾患  虚血性心疾患

消化器疾患 胃疾患（胃粘膜障害）、腸疾患（虚
血性大腸炎）、膵疾患（膵炎）、肝疾
患（肝障害）

腎疾患 腎炎

内分泌疾患 糖尿病

自己免疫疾患 全身性エリテマトーデス

眼疾患 加齢性黄斑変性症、ぶどう膜炎

　われわれは、日常的に呼吸をして酸素を取り込み消費

している。そのことによる過量な活性酸素は、表５のよ

うなさまざまな生体内の抗酸化性物質で消去される。生

体内抗酸化酵素であるグルタチオンペルオキシダーゼ、

ペルオキシダーゼ、グルタチオン２ｓ２トランスフェ

ラーゼ、カタラーゼ、スーパーオキシドジスムターゼが

ある。生体内抗酸化たんぱく質では、トランスフェリ

ン、フェリチン、ラクトフェリン、セルロプラスミンが

ある。その他の抗酸化生体物質では、カロチノイド、ビ

タミンC、ビタミンE、尿酸、ビリルビン、ユビキノー

ルなどがある。７５）（表５）

表５　生体内抗酸化物質

抗酸化酵素 グルタチオンぺルオキシダーゼ、ぺ
ルオキシダーゼ、グルタチオン２
ｓ２トランスフェラーゼ、カタラー
ゼ、スーパーオキシドジスムターゼ

抗酸化タンパク質 トランスフェリン、フェリチン、ラ
クトフェリン、セルロプラスミン

ビタミン カロチノイド、ビタミンC、ビタミ
ンE

その他 尿酸、ビリルビン
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　一方、活性酸素は好中球やマクロファージなどの貪食

細胞における機能物質でもある。たとえば活性酸素が出

来ない慢性肉芽腫では、感染症になりやすい。また、細

胞応答に活性酸素はかかわっている。たとえばNADPH

オキシダーゼを介した活性酸素である過酸化水素の生

成、そしてその細胞内流入は細胞内たんぱく質を修飾す

る。そして、それはさまざまなシグナル伝達経路を活性

化すとされている。また、転写因子であるNF２κBは

炎症や免疫応答にかかわるが、その際に活性酸素の関与

が認められている。７６）

　このように、活性酸素は生体内で発生しそれなり生理

の生理活性を発揮し、過量の活性酸素は生体内抗酸化物

質で抑制されている。しかし、今日的に紫外線、外相、

環境汚染物質、ストレスなど様々な外的因子により活性

酸素は発生し、生体を日常的に犯していると言えるであ

ろう。

５．抗酸化物質の探索

　近年、酸化的ストレスへの大いなる注目から、抗酸化

物質の関心が高まってきた。生体名にはさまざまな抗酸

化物質が存在するが、酸化的ストレスへの予防的見地か

ら天然物からの抗酸化物質の探索が進められてきた。そ

れらは、食品として日常的に摂取され、食品加工の上で

抗酸化防止剤として用いられている。また、従来から用

いられてきた薬剤の中にもプロブコール、アロプリノー

ル、COX２７阻害薬などに抗酸化作用のあることが認め

られている。（表６） ６9γ ７５）

　生活習慣病の予防は、国家的目標である。政府は、健

康づくりのため様々な指針を策定している。たとえば、

「健康づくりのための食生活指針」や「成人病（生活習

慣病）予防のための食生活指針」などがそうである。そ

れらの指針は、野菜を食することをすすめている。野菜

の中には、ポリフェノール、フラボノイド、ビタミンな

どが多く含まれている。これらは、抗酸化作用を期待す

ることが出来る天然物からの化合物である。（表６） ６9γ ７５）

　生薬は、地球上にある有用な植物、動物、鉱物の有用

な部分を用いる。それらを有機的に組み合わせて治療に

用いてきたものが、漢方薬といえよう。また、世界各国

には民間伝承的に天然物が用いられてきている。それら

は、現実歴史的に民間薬として用いられておる。

　このようなものの代表的なものは、茶やワインであ

る。茶には、多様なカテキンが多量に存在する。また、

ワインには多様なポリフェノールが存在する。そして、

これらは世界各国に存在し古代から飲用されてきてい

る。６9γ ７５）（表６）

　大航海時代（６5－６7世紀）は、金銀のような貴重金

属を求めてヨーロッパの各国が海外進出をした。それら

の各国は、貴重金属だけでなく香辛料も求めていたとい

う歴史的事実がある。それは、彼らの食生活の中で最も

重要であった肉の保存のためであった。香辛料の多く

は、天然物である。その多くには、防腐作用や殺菌作用

がある。防腐作用の一つとして、抗酸化作用がある。こ

の時代の人にとって、香辛料は食糧保持のための切実な

ものであったといえよう。事実として、この時代には香

辛料が商業、貿易取引の手段として用いられていた。ま

た、それらを獲得するため戦争もあった。現在まで、香

辛料から抗酸化性物資が探索され、オイゲノール、ジン

ゲロン、チモールなど数多くの化合物が見いだされ実用

されている。６9γ ７５γ ７７）（表６）

　艾葉は以前より飲料、食料、生薬、漢方薬、民間薬と

して古来より用いられてきている。その目的はさまざま

であり、抗酸化性については充分の検討はされていな

い。このようなことから、現代の科学的指標を用いて検

討する余地はあるといえよう。

表６　生体外抗酸化物質

薬剤 プロブコール、アロプリノール、COX２７阻
害薬

食物 種子、穀類、豆類、野菜、果物、茶（ポリ
フェノール、フラボノイド、ビタミン）

生薬 大黄、桂枝、甘草、十薬、五味子、人参（タ
ンニン、フラボノイド、リグナン、サポニ
ン）

香辛料 生姜、コショウ、薄荷、ターメリック（オイ
ゲノール、ジンゲロン、チモール、クルクミ
ノイド）

６．ヨモギの抗酸化性

　物質の抗酸化性を知るために、多くの場合フリーラジ

カルに対する抑制作用の検討がなされる。最も簡便で

よく用いられるのは、フリーラジカルであるdiphenけl２

pcおけl２chloおide（DPPH）を用いた、フリーラジカル消

去能試験である。ヨモギは図４に示すように低濃度で濃

度依存的に消去活性作用が認められた。このことは、艾

に抗酸化性を期待できるものである。７８）（図４）
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図４　DPPHラジカルに対するヨモギエキスの抑制作用

　ヘモグロビンと過酸化水素によるレシチン（代表的

なリン脂質の一つ）過酸化反応は、図５に示すような

Fenがon反応において生成する活性酸素による脂質過酸

化反応と考えられている。（図５）この脂質過酸化反応

に対するヨモギの抑制作用すなわち抗酸化能を測定し

た。その結果、図６のように低濃度で濃度依存的に抗酸

化作用が認められた。７８）（図６）

　Fe８＋＋O７
３－→Fe７＋＋O７

　O７
３－＋７H＋→O７ ＋H７O７

　H７O７ ＋Fe７＋→OH３ ＋OH－＋Fe８＋

　LH＋OH３ →L３ ＋H７O　　　　LH：レシチン

　L３ ＋O７ →LO７
３

　LO７
３ ＋LH→LO７H

３ ＋L３

図５　ヘモグロビンと過酸化水素によるレシチン過酸化反応

図６　ヘモグロビンと過酸化水素によるレシチン過酸化反応に
　　　対するヨモギエキスの抑制作用

　レシチンは、細胞膜の主要な構成脂質である。そのこ

とから、次の段階の研究には、赤血球を用いて検討し

た。すなわち、過酸化水素と赤血球中ヘモグロビンの反

応による赤血球膜の脂質過酸化反応である。細胞膜に

は、caがalaかe のような抗酸化酵素やNADPHoxidaかeの

ような酸化酵素の存在している。このようなことを考慮

に入れるべきであるが、in ぎiがおoの実験としてこの実験

系を用いてヨモギの抗酸化能について検討がなされた。

その結果、図７のように低濃度で濃度依存的に抗酸化作

用が認められた。７８）（図７）

図７　赤血球膜過酸化に対する艾エキスの抗酸酸化作用

　以上の研究結果は、in ぎiがおoでのものである。その

ことから、この結果をin ぎiぎoで検証する試みがなされ

た。ラットにgalacがoかamine（Gal） ２lipopolけかacchaおide

（LPS）を投与すると肝障害の発症することが認められ

ている。その発症は、活性酸素によるものであることも

認められている。このことから、Gal２LPS投与による

ラット実験的肝障害に対して艾が抑制作用を有するかが

検討された。その結果が、図８－図６６である。７９）

図８
galactosamine（Gal） ２lipopolysaccharide（LPS）肝障害ラットに
対する艾水性エキス（APP）の抑制作用（血清GOT 、GPT）
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　図８は、肝障害による逸脱酵素である血清のGOT、

GPTについての検討結果である。このように、ヨモギ

無投与群ではGOT、GPTの上昇が認められたが、ヨモ

ギ投与群では低濃度で濃度依存的に低下していた。すな

わち、ヨモギには抗炎症作用及び肝細胞膜保護作用のあ

ることが示唆された。（図８）

　 図 ９ は、 活 性 酸 素 で あ るかきpeおoxideの 消 去 酵 素

かきpeおoxide diかmきがaかe（SOD）について検討結果であ

る。このように、血清や肝臓いずれも艾無投与群では

SODの低下が認められたが、ヨモギ投与群では低濃度

で濃度依存的に上昇していた。すなわち、ヨモギには抗

酸化作用のあることが示唆された。（図９）

　 図６５は、 脂 質 過 酸 化 の 指 標 の 一 つ で あ るmalon２

dialdehけde（MDA）について検討結果である。このよ

うに、血清や肝臓いずれも艾無投与群ではMDAの上昇

が認められたが、ヨモギ投与群では低濃度で濃度依存的

に低下していた。すなわち、ヨモギには抗酸化作用のあ

ることが示唆された。（図６５）

図９
galactosamine（Gal） ２lipopolysaccharide（LPS）肝障害ラットに

対する艾エキス（APP）の抑制作用（血清、肝臓SOD）

図６５
galactosamine（Gal） ２lipopolysaccharide（LPS）肝障害ラットに

対する艾エキス（APP）の抑制作用
（血清、肝臓過酸化脂質MDA）

　図６６は、抗酸化酵素であるglきがaがhione（GSH）につ

いて検討結果である。このように、血清や肝臓いずれも

ヨモギ無投与群ではGSHの低下が認められたが、ヨモ

ギ投与群では低濃度で濃度依存的に上昇していた。すな

わち、ヨモギには抗酸化作用のあることが示唆された。

（図６６）

図６６
galactosamine（Gal） ２lipopolysaccharide（LPS）肝障害ラットに

対する艾エキス（APP）の抑制作用
（血漿、肝臓glutathione）

　以上のようなことから、活性酸素による脂質過酸化に

対しヨモギが抗酸化性を有することが示唆された。

　活性酸素によって、たんぱく質の断片化が生じる。そ

れを確認するには、カルボニル価を測定しSDS２PAGE

により確かめることが出来る。特に銅と過酸化水素の共

存によって、そのことが著明に出現する。このシステム

を用いて、ヨモギの抗酸化性について検討した。その結

果、図６７のようにカルボニル価を指標にした抗酸化能

は低濃度で認められ濃度依存的に上昇していた。また、

SDS２PAGEの結果（図６８）から、ヨモギはたんぱく質

の断片化を抑制していることが示唆された。（図６７－図

６８） ６7）

図６７
銅―過酸化水素によるたんぱく質断片化に対する艾エキスの抑制

作用（カルボニル化からの検討）
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　このように、ヨモギには活性酸素除去作用、抗酸化抑

制作用などのあることが示唆された。これらのことは、

活性酸素による種々の疾患に対してヨモギが有効である

ことを示唆している。

７．考察

　これらの研究結果以外にも活性酸素の一つである

niがおic oxide関連物質に対して、ヨモギに生成抑制作

用のあることが認められている。ヨモギエキスは、

peおoxけniがおiがe（ONOO－）スカベンジャー作用のあるこ

とが認められた。このエキス中の有効化合物は、８γ5２di２

O２cafeoけl２mきco２qきinic acid、９γ5２di２O２cafeoけlqきinaがe

であった。７5）ヨモギエキスから見出されたjaceoかidin

は、共役ジエンの生成、おelaがiぎe elecがおophoおeがic mobi２

liがけ、銅によるLDL酸化によるapoB２６５５断片化に対し

て 抗 酸 化 作 用 を 示 し た。 ま た、jaceoかidinはnきcleaお 

facがoお２kappa B（NF２kappaB）のおegきlaがionによって

生じる活性酸素の生成を阻害した。jaceoかidinは、LPS

誘導RAW７6９３7macおophageのNF２kappaB活性、niがおic 

oxide（NO） 産 生 を 阻 害 し、indきcible niがおic oxide 

かけnがheがaかe（iNOS）の発現を抑制した。７6）

　抗酸化性以外にもヨモギは、多様な作用を有してい

る。たとえば、糖尿病に対して有用であることが以下

図６８　銅２過酸化水素によるタンパク質断片化に対する
　　　艾エキスの抑制作用（SDS２PAGEによる検討）
　　　１．無処理
　　　２．血清アルブミン＋銅＋過酸化水素
　　　３．血清アルブミン＋銅＋過酸化水素＋艾水性エキス

のような研究結果で示唆された。ヨモギエキスは、培

養L6 筋 細 胞 の 細 胞 膜 に 対 し てglきcoかe がおanかpoおがeお

（GLUT９）を上昇させる。ヨモギエキスは、5し２amino２

5２imidaげolecaおboxamide２おiboかide（AICAR）と同レベ

ルでAMP２acがiぎaがed pおoがein kinaかe（AMPK）のリン

酸化を惹起する。このようなことから、ヨモギエキスは

glきcoかe がおanかpoおがeお ９ がおanかlocaがion を介して培養L6 

筋細胞のglきcoかeのきpがakeを上昇させると思われた。７7）

ヨモギエキスから見出されたとaぎoneであるeきpaがilin

は、７型糖尿病マウスのインスリン分泌を上昇させなが

ら肝臓および血液中の糖代謝を活性化させる重要な役割

を持っている。７8）

　ヨモギにはapopがoかiか誘導作用のあることも、認め

られている。ヨモギエキスから見出されたとaぎoneで

あ るeきpafolinは、Hela 細 胞 に お け るapopがoかiかを 誘

導した。それは、miがochondおial membおane poがenがial 

（DelがaPかi(m)）のBcL２７２dependenがな減少によって起こ

るcaかpaかe２８、２8、２9のcaかpaかe２dependenが paがhくaけを

介しているものと思われる。７9）

　ヨモギ水性エキスは、ヒトbおeaかが canceお MCF２7 cell

のapopがoかiかを誘導した。それは、bおeaかが canceお治療に

対して有効なadjきぎanがとなりえると思われる。８５）

　また、ヨモギは免疫系にも有用であることが以下の

ように認められている。ヨモギエキスは、炎症性T細

胞の増殖を阻害、anがigen２かがimきlaがed CD９（＋）CD７5

（－）T細胞による炎症を抑制、expanded おegきlaがoおけ 

T細胞の活性上昇をさせる。このことから、ヨモギエ

キスは、自己免疫疾患や臓器移植拒否反応の治療に有

用と思われる。８６）ヨモギエキスから見出されたとaぎone

であるeきpafolinは、Ca７＋流入をmodきlaがeさせるこ

と でおeかがing T細 胞 に お い てpおo２apopがoがic作 用 が あ

り、acがiぎaがed T細胞にimmきnoかきppおeかかiぎe効果をもた

らすと思われた。８７）ヨモギは、oぎalbきmin誘発喘息マ

ウスの血中IgE値を低下させた。さらに、ヨモギは肺

のIgE、IL２6値を低下させた。そして、ヨモギはIgE２

indきced RBL２７H８ cellのmRNAの発現を抑制した。こ

のように、ヨモギはpおoinとammaがoおけ cけがokineにおけ

るIL２6やTNF２alphaの 生 合 成 をおegきlaがeす る も の と

思われる。８８）ヨモギ中の有効物質であるeきpaがilin と

jaceoかidinは、IgE２madiaがed の皮膚アレルギー疾患で

出 現 す るpaかかiぎe cきがaneoきか anaphけlaxiか（PCA） や

iがching反応予防に有用であることが示唆された。８９）

　以上のように、ヨモギには抗酸化作用だけでなく抗糖

尿病作用、apopがoかiか誘導作用や免疫調節作用のあるこ

とが認められている。ヨモギは、古来より変異、進化し
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てきたものと思われる。そのことによって、多機能を持

つことが出来たと思われる。それを、われわれ人類は古

来より利用してきたのであろう。まだまだヨモギにわれ

われの知られざる機能があるかもしれないし、成分があ

るかもしれない。ヨモギは、これからもいろいろな方面

から研究をする価値のある興味深い植物といえる。
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Review

Research on Antioxidative Efect of Yomogi

Shiげきo TODA

Depaおがmenが of Healがh Scienceかγ Kanかai Uniぎeおかiがけ of Healがh Scienceか

Abstract

Yomogi（Artemisia vulgaris L ３ ぎaお３ indica Maxim）iか in Aおがemiかia of Aかがeおaceae３ Theおe iか Yomogi in でeldか and 

moきnがainか in くoおldくide３ Iが iか a peおennial planが and gおoくn aか くeedか３ Aか iが haか been ぎaおied and eぎolぎed fおom ancienが 

がimeγ hきman haか been きかing iが くiがh iがか mきlがiple fきncがionか３ Iがか leaぎeか haぎe been きかing aか foodγ medicineγ coかmeがicγ 

moxibきかがion３ Aか がhe leaぎeか aか Yomogi おeleaかe oxけgen bけ phoがoかけnがheかiかγ がheおe haか been ７５ ％ oxけgen in がhe aiお３ 

The animalか haぎe acqきiおed mきch eneおgけ bけ きかing oxけgen３ Hoくeぎeお oxけgen haか indきced ぎaおioきか injきおieか３ Oxけgen 

pおogおeかかeか がo be おeacがiぎe oxけgen かpecieか aか fおee おadicalか３ Reacがiぎe oxけgen かpecieか injきおけ がhe biochemical pおodきcがかγ 

lipidγ pおoがein and glけcoかide３ The injきおied かきbかがanceか indきce ぎaおioきか かけndおomeか３ Sきch oxidaがionか haぎe been called 

aか an oxidaがiぎe かがおeかか３ Hoくeぎeお Hきman haか anがioxidaがiぎe かけかがem３ Planがか haぎe かimilaお かけかがemか and anがioxidaがiぎe 

pおodきcがか３ Chemicalか in Yomogi haか been deがeおmined aか eかかenがial oilかγ とaぎonoidか and polけphenolか Some of がhem 

haぎe anがioxidaがiぎe efecがか３ Polけphenol conがenが of Yomogi iか かimilaお がo がhe heおb がeaか aか healがhcaおe がeaか くhich haぎe 

anがioxidaがiぎe efecがか３ Theおe haぎe been おeかeaおch おepoおがか aboきが anioxidaがiぎe かがおeかか３ Iが demonかがおaがed がhaが Yomogi 

haか かcaぎenging and anxioxidaがiぎe efecがか がo おeacがiぎe oxけgen かpecieかγ and かきppおeかかiぎe efecがか liぎeお injきおけ indきced bけ 

おeacがiぎe oxけgen かpecieか３ Oがheお efecがか haぎe been かきggeかがed がhaが Yomogi haぎe anがi２diabeがicγ indきcing apopがoかiか and 

immきnomodきlaがing efecがか３ Theおe かeemか がo be きnknoくn efecがか and chemicalか in iが３ Yomogi iか an inがeおeかがing planが 

がo おeかeaおch fおom ぎaおioきか かideか in fきがきおe３

Keywords：Reacがiぎe oxけgen かpecieかγ anがioxidanがγ anがioxidaがiぎe efecがγ oxidaがiぎe かがおeかかγ polけphenolγ Yomogi
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人工肛門保有者のサポートの検討―オストメイトの生活者としての認識から―

原　　著

人工肛門保有者のサポートの検討

―オストメイトの生活者としての認識から―

石野　レイ子

関西医療大学保健看護学部保健看護学科

要　旨

　オストメイトのサポートについて検討するために、オストメイトの生活者としての認識について調査を行った。回答が

得られた６７６名（有効回答率58３７％）について分析した結果、【ストーマの受容】【日常生活の行動制限】【排泄障害や合

併症】【サポートの存在】【尊い生き方】【苦渋の生】【セルフマネジメント】の７つのカテゴリーが見出された。したがっ

て、日常の中で興味深いことや趣味がある、親しい人との時間を持つなど、社会との関りを持った生活環境や、生涯にわ

たるストーマの受容を図る支援システムの検討が示唆された。

キーワード：オストメイト、生活者、サポート

Ⅰ．はじめに

　オストメイト（人工肛門保有者）は、ストーマ用装具

（パウチ；排便袋）などを必要とし、排便のコントロー

ル困難、不随意の排ガス、パウチ周囲の発赤やかぶれに

よる皮膚障害などによって、不快なことに直面すること

が少なくない。いわゆる、排泄という人の基本的ニーズ

に関わるものであるだけに、他者に知られたくない感情

や羞恥心を抱き、自尊心に強く影響する。そうしたこと

から、退院後の生活者としてのオストメイトの健康関

連QOLは、国民標準値より低く、活動性と心理状態が

低下すると、身体的健康度も低下し、不安状態や抑うつ

傾向が強くなる傾向がある１）。また、高齢社会に伴う

オストメイトの高齢化の問題については、在宅での看護

ニーズの増加傾向が指摘されている２）。

　ストーマケアに関しては、手術を行った医療施設にお

ける専門の認定看護師によるストーマケア外来で定期的

に支援を受けることが、オストメイトの日常生活の安定

感を導き、生活を肯定的に捉える効果がある３）ことか

ら、専門的な認定看護師によるケアニーズが高まってい

る。

　一方、医療・福祉の側面では、障害者団体としての日

本オストミー協会が同憂者の会として、社会復帰の促進

やQOLの向上を図るための活動をしてきた。会員の高

齢化を課題としながらも、福祉制度として身体機能の一

部消失による身体障害者として、障害年金受給資格やス

トーマ用装具給付、所得税等の障害者控除など、オスト

メイトの福祉サービスの向上を図って会員へのサービス

を行っている。

　オストメイトが、排泄障害とうまく折り合いをつけな

がら、排泄障害による苦痛をできるだけ軽減し、少しで

もQOLを低下させないで生活することができるために、

オストメイトのニーズに対応した保健・医療・福祉施設

の連携による支援システムを検討していくことが必要で

ある。したがって、術前から生涯にわたりストーマの受

容やケア、合併症の対策などについて個別に周到なサ

ポート体制を準備する必要がある。そこで、オストメイ

トのサポートについて検討するために、オストメイトの

生活者としての認識について調査を行った。

Ⅱ．方　法

１．対象者および調査の手続き

　調査は日本オストミー協会Ａ県支部の会員７５8名を

対象として、Ａ県支部長に調査の趣旨を口頭で説明

し、調査および郵送時の協力について承認を得た。倫

理的配慮として、調査対象者であるオストメイトに対

しては、文書にて本調査の趣旨を説明し、参加は自由
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意志であること、同意が得られた方は調査票への記

入・回答、および、回収に際しては同封した著者宛先

の返信用封筒に封入して投函するように依頼し、回答

を持って同意が得られたこととした。

２．調査の内容

１）オストメイトの背景と生活状況

　生活の背景として、性別、年齢、手術後の経過年

数、ストーマの種別、配偶者の有無、家族の同居状

況、就労状況、信仰宗教の有無、および、日常生活

における町内会や自治会などの社会活動の有無、関

心事や趣味の有無といった内容を設定した。また、

生活者として困難や負担に感じることとして、ス

トーマケア困難の有無、将来のことに関する不安や

悩みの有無、生活上の不安や悩みの有無などの内容

を設定した。

２）オストメイトの生活者としての認識

　オストメイトの生活者としての認識については

「オストメイトとして今までを振り返って感じてい

ること」を自由に記述することとした。

３．分析方法

　データの分析は、項目内の例数の比率についてはχ

２検定を行った。対象者数が５名未満であった部分に

ついては検定の対象から除外した。有意水準は５％と

し、統計解析にはSPSS（ぎeお６5）を用いた。

　オストメイトの生活者としての認識については「オ

ストメイトとして今までを振り返って感じているこ

と」の自由記述内容を、スーパーバイザーの指導のも

と、内容分析によりセンテンスごとに表現、意味内容

の類似性に基づき分類しカテゴリー化し命名した。

Ⅲ．結　果

１．オストメイトの背景と生活状況（表１）

　６７６名の回答が得られた（回収率58３７％）。性別は、

男性7６名、女性5５名であった。年齢別では7５代以上

の高齢者が多く、ストーマ造設術後の年数は、６５ ～

７５年が最も多かった。ストーマの種別では、人工肛

門６５4名、人工膀胱６5名、ダブルストーマが２名で

あった。配偶者が有って家族と同居が有意に多かった

（p<５３５６）。

　オストメイトの生活環境として、日常の中で関心ご

とや趣味があるなど、社会との関りを持った生活環境

にあるオストメイトの方が有意に多かった（p<５３５６）。

また、ストーマケアの困難、将来の不安、生活上の

不安を抱えているオストメイトが有意に多かった

（p<５３５６）。

表１．オストメイトの生活状況
ｎ＝６７６

項　　目 例　　数

性別
男性（ｎ＝7６）
女性（ｎ＝5５）

年齢

4５歳代（ｎ＝4）
5５歳代（ｎ＝６8）
6５歳代（ｎ＝3７）
7５歳代（ｎ＝4７）
8５歳代（ｎ＝７4）
9５歳代（ｎ＝ル６）

手術後年数

６ケ月未満 （ｎ＝ル６）
６ケ月～１年 （ｎ＝ル７）
ル６ ～ル 5年 （ｎ＝６3）
ル5 ～ ６５年 （ｎ＝６7）
６５ ～ ７５年 （ｎ＝47）
７５年以上 （ｎ＝７4）

ストーマの種別
人工肛門（ｎ＝６５4）
人工膀胱（ｎ＝６5）
ダブルストーマ（ｎ＝７）

配偶者
ある（ｎ＝85）**
ない（ｎ＝36）

家族の同居
同居（ｎ＝85）**
独居（ｎ＝36）

就労状況
終了（ｎ＝4５）
未就労（ｎ＝8６）**

信仰宗教
ある（ｎ＝5７）
ない（ｎ＝69）

社会的な活動
ある（ｎ＝53）
ない（ｎ＝68）

関心ごとや趣味
ある（ｎ＝99）**
ない（ｎ＝７７）

ストーマケアの困難
ある（ｎ＝93）**
ない（ｎ＝７8）

将来の不安
ある（ｎ＝６５6）**
ない（ｎ＝６5）

生活上の不安
ある（ｎ＝87）**
ない（ｎ＝34）

項目間の例数の比率はχ２検定
（ｎが５未満については検定の対象から除外した。）

**p＜５３５６

２．オストメイトの生活者としての認識（表２）

　オストメイトの生活者としての認識について「オス

トメイトとして今までを振り返って感じていること」

の自由記載については、センテンスとして意味の有る

内容をコードとして、７６６のコードを抽出し、センテ

ンスごとに表現、意味内容の類似性に基づき分類しカ

テゴリー化し、命名した。

　その結果【ストーマの受容】【日常生活の行動制限】

【排泄障害や合併症】【サポートの存在】【尊い生き方】

【苦渋の生】【セルフマネジメント】の７つのカテゴ

リーと、７５個のサブカテゴリーが見出された。

　【ストーマの受容】では、ストーマを付けた事は大

変なこととしながら、「これも運命と思い深く考えな
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い事にしている」、手術の直前に医師から現状や今後

の生活状態等々について説明を受けた時から、「これ

が自分に与えられた運命と覚悟しました」という〈運

命と受け止める〉内容や、大変な出来事でありなが

ら、「お蔭様で元気に毎日過ごす事が出来ており感謝

致して居ります」「術後７５年、ここまで生かされた事

に感謝しています」という〈生きていることの感謝〉

と受けとめ、また、「命のためでしたから、その不便

さや失敗した等のアタフタもそう苦痛ではありません

でした」「先妻になるかも知れない事が一番の苦痛で

したが命があった」のように〈命のため〉と、ストー

マを受容していた。

　しかし、「旅行に行った時の排便袋の交換など面倒

でどうしても外に出なくなる」、２日に１回のペース

で洗腸を要するので「48時間中１時間強の時間を拘

束される」「いつも器具を持って外出している」とい

う〈ストーマケア〉についての受けとめや、「旅行に

行って温泉に入れない」「ベルトがサスペンダーに

なったので、夏みっともない」という〈他者の視線を

気にする〉など【日常生活の行動制限】が見出され

た。

　また、仕事では「会議等での臭いやガスの音が気に

なる」「外出中に便がもれたので大変だった」「退院し

て間もなくパウチの接着剤で非常に激しいカブレとな

り、パウチが付けられない程になった」という〈ス

トーマトラブル〉や、ストーマの周辺の腹壁にヘルニ

アができかけて「開腹してその部分の腹壁をメッシュ

で補強する手術をした」「ストーマが大きくおわん状

に盛り上がり（６５年ぐらい）不安です」という〈合

併症〉など、【排泄障害や合併症】に直面していると

いう生活者の認識の実態が示された。

　そうした中で「JR・高速割引等が良いので助かる」

という〈社会保障制度〉や、「補装具販売店が各種商

品の紹介をしてくれ、自分にあった品を購入・使用し

ていておお助かり」といった＜補装具販売店の存在＞

などに支えられ、「理解ある主人のおかげで今がある

と思っています」、最初は大変な事になったと思った

が、「主人がこまめに手伝って自然に生活できるよう

になりました」という〈家族の存在〉や、「手術を受

けて１年程経って手先の仕事でしたから職場復帰をし

ました」「やはり仕事（公務員）を持っていたことで

かなりすくわれた部分があったと思っている」という

〈仕事の存在〉、「仲間に会えて、いろいろ話ができ、

悩みも聞いてもらいスッキリとした気持ちで帰ること

が出来るのでうれしいです」、見たことも聞いたこと

もないストーマについて、「オストメイト先輩との出

合いにより、日常生活のすごし方を助言してもらえた

ことは大いに役立ちました」「一人で悩んでいたので

は暗い人生になってしまうので、研修会に毎回出席し

ています」という〈患者会の存在〉など、【サポート

の存在】がオストメイトの生活をサポートしているこ

とが見出された。

　そして、「今置かれている自分の状況を受けとめて

前向きに生きるよう心がけている」、8５才を過ぎぼつ

ぼつ米寿近くになる中で、「余分なことは考えずその

日その日を楽しく健康で過ごす様心がけております」

という〈前向きに生きる〉ことや、「次のオストメイ

トの希望の光になれる様な生き方が出来ればと頑張っ

てきたことを自負しています」「感謝の気持を社会に

…と、愛育活動６6年で表彰を受けた」「いろいろなプ

ロセスを経て自助グループとしてサロンを運営」し、

入院中、術前からの取り組み、そして退院後ストーマ

外来との連携をもち「オストメイトの皆さんの来室を

支えています」など、〈他者のため経験を活かす〉と

いった【尊い生き方】が示された。

　その一方で、人工肛門に対する健常者がどの程度理

解があるのか、「肛門という場所だけになかなかオー

プンに話が出来ず、どうしても隠そうとする自分自身

がつらいです」「健常者から、一瞬に障害者となった

躊躇いを他人には見せたくない本能が働き、今までの

生活パターンが維持できなくなった」「負担と言えば

心の悩みで、ストーマ所持をも他人に話せない」「雑

表２．今までを振り返って感じていること
ｎ＝７６６

カテゴリー サブカテゴリー

ストーマの受容

運命と受け止める

生きていることの感謝

命のため

日常生活の行動制限
ストーマケア

他者の視線が気になる

排便障害や合併症
ストーマトラブル

合併症

サポートの存在

患者会の存在

家族の存在

仕事の存在

補装具販売店の存在

社会保障制度

尊い生き方
前向きに生きる

他者のため経験を活かす

苦渋の生
老いる不安

自尊心のゆれ

セルフマネジメント

時が解決する

医療者への期待

体験からの学習

創意工夫



36

関西医療大学紀要１ Vol３ 6１ ７５６７

談中でもつい話を途中で変更せざるを得ぬ時が度々

あります」という〈自尊心のゆれ〉や、「年老いて自

分で出来なくなった時が不安です」現在6カ月毎に福

祉事務所へパウチの申請手続きに行っているが、「一

人暮らしで寝たきりになった時はどうすればよいか」

「医療器さんへのパウチの注文なども不安です」とい

う〈老いる不安〉を抱える【苦渋の生】といった、オ

ストメイトの生活者認識が見出された。

　そのような状況にありながらも「かぶれるので、パ

ウチの下に木綿の布を一枚当てる便利なものを自分で

考案した」という〈創意工夫〉や、「失敗から新たな

貴重な体験の積重ねで今日があるが遠回りした感じ」

「全然経験のないストーマケアは失敗の連続であった

が、その積み重ねから学んだ」「日常家にいる時は自

然排便で、外出の時は必ず洗腸をします」という〈体

験からの学習〉を重ね、「数カ月経って、発想の転換、

やっと生きる希望を見付け命の尊さを感じることが出

来た」「後を振り向いたり、人と比べるとつらくなる

ことはあったが、気持の切りかえが出来てきたように

思う、それまでにはかなりの年月を要した」、命の保

証はできないと聞かされたが、死を受け入れる事は苦

しく、「何カ月かかかりましたが、あることに気がつ

いて、ふと軽くなりました」という〈時が解決する〉

ことで立ち上がり、「医者はオストメイトが術後どの

ような生活をしているか、知ってもらう必要がある」

「病院は、退院後のストーマ管理に配慮をお願いした

い」「病院では退院までに、ストーマのケア方法を患

者が自分で遣れるまで指導していただきたい」という

〈医療者への期待〉を抱いて【セルフマネジメント】

をしているオストメイトの生活者としての認識が見出

された。

Ⅳ．考　察

　手術療法としては、ストーマ造設術は減少している反

面、手術後の経験年数は６５ ～ ７５年が最も多く、しかも

7５代以上の高齢者が増加している現状が示された。加

えて、ストーマケア困難、将来の不安や悩み、日常生活

における不安や悩みを抱えているオストメイトが有意に

多かった。

　自由記載においても、老化によるセルフケア困難の不

安や、排泄ケアにおける必需品であるパウチなどの補装

具補給への不安などを併せ持っている状況が示され。そ

うしたなか、患者会、家族、補装具販売店などの【サ

ポーターの存在】に支えられ、体験から学習し、オスト

メイトとして創意工夫をしながら、時間的経過の中で試

行錯誤しながら、医療者へ希望をつなぎ【セルフマネジ

メント】を行っていた。

　また、オストメイトは生涯にわたる【排泄障害や合併

症】を抱えて、健康な人には日常的である旅行や会社の

仕事においても、生活者として他者の視線を気にしなが

ら、【日常生活の行動制限】を認識して生活している状

況であることが明らかになった。

　現状では、身体障害者の補装具交付件数におけるス

トーマ用装具交付数でみると、年々増加している４）。

しかしながら、オストメイトは内部障害であって、外観

上ではその障害が明らかではないため、障害者自立支援

法の改正においても、補装具（排便袋）給付や社会適応

訓練事業などが市町村の裁量権的経費に移行するなど、

障害者心理や社会福祉の支援が他の領域の障害者より遅

れている。

　また、高齢化するオストメイトの視力障害や、手先が

うまく使えないなどの身体的障害による要因や、装具交

換を行っている介護者が定期的なスキンケアを望んでい

るなどの介護者のストレスによる要因で、在宅オストメ

イトの看護ニーズが増加傾向にあるなかで、訪問看護師

のストーマケア能力の低下や、訪問看護師と病院の連携

が困難といった報告がみられる５）。

　オストメイトの社会活動については、オストメイトの

自覚的健康度や心理的適応が高いほど、社会活動が促

進される６）ことから、オストメイトの支援については、

個別的なストーマケアの成功体験や人生経験を尊重し、

社会活動や趣味などについての情報を活用していくこと

も必要であろう。

　また、病院と訪問看護ステーションの連携、訪問看護

師のストーマケア技術の向上を図る研修をはじめ、生涯

にわたる【ストーマの受容】についてのオストミービジ

ターによる術前からの受容へのケアや、退院後における

セルフマネジメント能力の向上を図る必要がある。くわ

えて、オストメイトに対する社会の認知的不協和音を低

減するための啓蒙活動など、とりまく社会情勢を視野に

いれ、生涯にわたるオストメイトの生活環境を支援する

検討は極めて重要であると考える。

　日本オストミー協会においても、会員の高齢化の問題

やオストミービジターによる術前からのストーマ受容へ

のケアや、退院後のセルフマネジメント能力を向上させ

るサポートについての対策が検討されている７）。

　したがって、日常の中で興味深いことや趣味がある、

親しい人との時間を持つなど、社会との関りを持った

生活環境や、生涯にわたる【ストーマの受容】をして、
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【尊い生き方】をめざしていけるような、オストメイト

の生活環境をサポートする支援が、システムとして機能

する支援システムについて検討することが不可欠である

と考える。
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Oおiginal Reかeaおch

Examination of Suppoおt of Coloかtomy and Uおoかtomy Peおかonか

―Fおom Recognition aか Oかtomate and Daily Life―

Reiko ISHINO

Facきlがけ of Nきおかing１ Kanかai Uniぎeおかiがけ of Healがh Scienceか

Abかtおact

　To eぐamine がhe かきppoおが of oかがomaがe peおかonか１ おecogniがion aか oかがomaがe and dailけ life くaか inぎeかがigaがed３ I analけげed 

がhe anかくeお of ６７６ people (おeかponかe おaがe 58３７%)３ Aか a おeかきlが１ かeぎen caがegoおieか of [accepがance of がhe かがoma]１ [limiがed 

behaぎioお of dailけ life]１ [impaiおed eぐcおeがion and complicaがion]１ [eぐiかがence of がhe かきppoおが]１ [pおecioきか くaけ of life]１ [life 

of alicがion]１ and [かelf２ managemenが] haぎe been foきnd３ Theおefoおe１ iが haか been conceおned and かきggeかがed がhaが がhe 

eぐaminaがion of かきppoおが かけかがemか がo pおomoがe がhe accepがance of がhe lifelong かがoma１ くhich haぎe がhe inがeおeかがing がhingか 

and hobbieか１ がhe がimeか くiがh inがimaがe people１ がhe liぎing enぎiおonmenが and がhe おelaがionかhip among かocieがけ in dailけ 

liぎeか of oかがomaがe peおかonか３

Keywoおd：oかがomaがeか１ がheiお liぎing life１ かきppoおが
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原　　著

看護学生の栄養摂取状況と生活習慣の実態調査

―ストレスと欠食習慣との関係―

井村　弥生

関西医療大学　保健看護学部　保健看護学科

要　旨

　本研究の目的は、看護学生の栄養摂取状況と生活習慣の実態を明らかにすることである。

　７５６６年７月に調査協力の得られた対象者７７名、うち有効回答が得られた７５名（有効回答率Ｅ５３Ｅ%）について検討した。

食品および栄養調査量はエクセル栄養君Veお ９３5 食物摂取頻度調査FFQg Veお ７３５を使用し、健康および生活習慣の認識

調査は自記式質問票調査を実施した。その結果、摂取カロリーは平成７６年度の国民栄養調査と同程度であったが、３大

栄養素の摂取バランスは取れておらず、脂質E比率が高く、炭水化物E比率とたんぱく質E比率が低値となった。健康意

識および生活習慣調査では、全員が日ごろからストレスや疲労を感じ、それにより６７名（Ｂ５％）の者が食欲の変化があ

ると答えた。また欠食習慣が６６名（55％）にあり、菓子類（P<５３５5）の摂取量が多かった。

　栄養バランスが適正でなく、食認識を高める教育が必要であると示唆された。

キーワード：看護学生、食品・栄養素摂取、ストレス、欠食

Ⅰ．緒　言

　健康の保持増進には食生活状況が関係することはすで

に周知のことである。将来他者の健康管理にかかわり、

健康教育を行う看護学生には、正しい食生活を理解し実

施していく能力が必要となる。看護大学生の年齢層は青

年期にあるものが多く、ライフステージの中でも最も健

康度が高い１）。そのため自己の健康管理への興味は薄

くなりがちである。

　現代の若年層の食生活の問題として欠食、偏食、栄養

バランスの不良など、食生活の乱れを指摘している。国

は７５５９年に食生活を適正化することが重要として、子

供たちの良好な食生活を目指し、食育指針を打ち出し食

育基本法を７５５5年に成立した２）。看護教育の場では看

護学生の食生活の実態を正しく理解し、食の正しい認識

を日々の生活の中に取り入れ、食生活の望ましい状態を

身につけることへの教育が必要と考える。個人が健康行

動を実践するには、自己の生活での制御力を持てると自

覚する自己効力感３）（かelf eicacけ）や健康に関する考

え方、態度が影響を与えるため健康認識を知る必要があ

る。そのため本研究では、将来他者の健康支援を行う看

護学生の食事・栄養素摂取状況と健康認識・生活習慣を

把握し、好ましい行動変容の必要性や指導の方向性を明

確にすることが必要と考えた。

Ⅱ．研究方法

１．対　象

　本学在学生を対象に、７５６６年７月にアンケート記

載に協力の得られた７７名で実施した。そのうち有効

回答の得られた７５名（Ｅ５３Ｅ％）について分析対象と

した。

２．調査内容

１）食品・栄養素摂取状況調査

　食品および栄養調査量は、エクセル栄養君 Veお 

９３5 食 物 摂 取 頻 度 調 査FFQg Veお ７３５を 使 用 し

た（図１）。食品摂取栄養調査（FFQｇ：Foood 

Fおeqきencけ Qきeかがionnaiおe Baかed on Food Gおoきpか）

は、習慣的な食事摂取状態を推定するために開発さ

れ、限定された期間内にどの程度の頻度で目的とす

る食物を摂取したかを推定する方法である。食品
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名、その摂取頻度、１回のおおよその摂取量と、健

康意識および生活習慣を尋ねる質問から構成された

食物摂取頻度調査票である。調査票に摂取頻度と摂

取量を記入することで、簡易的に食品・栄養摂取状

況が把握できる。

　栄養素については日本人の食品栄養摂取量および

食品摂取基準（７５５5年度版）の考え方４）を参考に

炭水化物、タンパク質、脂質、カリウム、カルシウ

ム、マグネシウム、鉄、レチノール、ビタミンD、

図１　エクセル栄養君食品頻度調査FFQg１ Ver2３５（一部）

トコフェロール当量、ビタミンK、ビタミンB １、

ビタミンB ２、ビタミンB ６、ビタミンB６７、葉酸、

ビタミンC、飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸、コレステ

ロール、食物繊維の栄養素について検討した。

　食品群では穀類、いも類、緑黄色野菜、その他の

野菜（きのこ類を含む）、海藻類、豆類、魚介類、

肉類、卵類、乳類、果実類、菓子類・嗜好飲料類、

砂糖類、種実類、油脂類、調味料・香辛料類の６Ｃ

項目について検討した。
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図２　３大栄養素平均摂取量の比較

図３　対象者平均栄養素エネルギー比と基準栄養素エネルギー比

１）１日平均摂取カロリーと３大栄養素比較

　１日平均摂取カロリーは６Ｄ９７３６±5Ｅ5３６ kcal（男

性６９ＣＥ±８ＥＣ kcal、女性６Ｅ８８±Ｂ６５ kcal）であっ

た。対象者全体の身体活動レベルによる必要摂取

カロリーの平均は７７９８ kcal であり、摂取エネル

ギーの不足を認め（P＜５３５5）エネルギー充足率は

Ｄ７３７％であった。

　３大栄養素摂取量は、各栄養素推進量との比較

を行った（図２）。脂質摂取量は６５Ｃ３６％でＢ９３８±

７Ｃ３Ｃgと多く、たんぱく質はＤＥ３９％で5Ｅ±７６３Ｄg、

炭水化物はＥＣ％で７９Ｄ３Ｃ±Ｃ６３７gと少なかったが、

有意は認めなかった。また３大栄養素比は、たん

ぱく質エネルギー比率は６７３Ｃ±７３６％、脂質エネル

ギー比率８５３Ｄ±９３９％、炭水化物エネルギー比率

5Ｂ３5±5３5％であった（図３）。炭水化物エネルギー

の摂取比はＢ５％未満で、たんぱく質エネルギーの

摂取比率は７５％未満と少なく、脂質は８５％以上と

多く食事摂取基準の７５≦－＜８５％を超えていた。

炭水化物、タンパク質比率が少なく、脂質エネル

ギー比率が高い結果となった。

表１　対象者の背景
（ｎ＝７５）

平　　均 標準偏差

年　齢 ル７５３Ｃ ± ル５３Ｅ

身　長 ６Ｂ７３５ ± ルＥ３5

体　重 ル55３６ ± ６５３９

ＢＭＩ ル７５３Ｅ ± ル７３Ｅ

２）健康状況および生活習慣

　健康および生活習慣に関する認識調査として自記

式質問票調査を実施する。健康認識および生活習慣

調査票から、ストレスと食欲、欠食習慣について検

討した。

３．分析方法

　単純集計とノンパラメトリックMann２Whiがneけ検

定を行った。

４．倫理的配慮

　所属大学の倫理審査承諾後に実施し、個人情報の取

り扱いには留意した。対象者には研究の目的、研究方

法、協力の任意性、プライバシーの保護、および参加

協力の有無により不利益が被らない事を説明し協力を

求めた。調査票は、他者の目に触れないように回収

ボックスを使用し回収した。調査票の回収を持って研

究への協力の同意とみなした。

Ⅲ．結　果

１．対象者の背景（表１）

　アンケート協力者７７名中、有効回答の得られた

７５名（男性４名、女性６Ｂ名、有効回答率Ｅ５３Ｅ％）で

あった。

　対象者の平均年齢は７５３Ｃ±５３Ｅ歳であった。BMIの

平均は７５３Ｅ±７３Ｄ８で、６Ｄ３5≦－＜７5の普通体重者は

６７名（男性３名、女性９名）で全体比はＢ５％であっ

た。＜６Ｄ３5の低体重者は５名（男性１名、女性４名）

７5％、７5≦の肥満者は３名（女性）６5％であった（P

＜５３５5）。これは平成７５年の国民健康・栄養調査結果

の同性・年齢階級の結果では、肥満者の割合は７５歳

代でＣ３７％、やせの割合は７７３８％で、肥満およびやせ

の割合は調査対象者が多い結果であった。
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２）各栄養素量と国民栄養素量との比較（表２）

　対象者の全体の平均栄養素等摂取量は、平成７６

年度国民健康・栄養素量、年令階級の平均食事

摂取量と比べて、レチノールが９Ｃ３Ｃ％で７７９３Ｂ±

ＥＥ３８mg（P＜５３５５６）、ビタミンＫが６９８３５％で６８９３９

±Ｂ５３5mg（P＜５３５５６）、ビタミンＢ１がＢ９３Ｄ％で５３Ｄ

±５３９mg（P＜５３５５６）、ビタミンＢ２がＣ７３Ｅ％の６３６

±５３９mg（P＜５３５５６）、ビタミンＢ６が5９％の５３Ｄ±

５３８mg（P＜５３５５６）、ビタミンＣがＢＣ３Ｄ％のＢ６３５±

８５mg（P＜５３５５６）、葉酸はＤ６３６％の６ＥＤ±Ｃ5３７μg

（P＜５３５5）、食物繊維不溶性はＤ７３９％のＣ３７±７３Ｂg

（P＜５３５5）といずれも低値を示し、ビタミンとミ

ネラル、食物繊維の摂取量が少ないことが認められ

た。一方、脂質Ｅ比は６５Ｄ３5％で８５３Ｄ±９３９％（P＜

５３５5）、カリウムが６９Ｂ３６％で６ＤＥＢ３８±Ｂ７７３Ｂmg（P

＜５３５５６）、カルシウムが６７Ｄ％で5Ｂ５３Ｅ±７Ｃ６３９ mg、

いずれも過剰摂取が認められた。

３）食品群別摂取量と国民栄養素量との比較（図９）

　平成７６年度国民栄養調査での７５ ～ ７Ｅ歳の各食品

群別摂取量５）の平均を６５５とし、対象者の食品群

別摂取量との平均比較を行った。穀類（めし、ゆで

麺等）がＣ６３Ｂ％で８８９３７±６５5３Ｃg（P＜５３５５６）、緑

黄色野菜がＢＣ３９％で９Ｃ３5±８７３Ｅg（P＜５３５６）、その

他の野菜が5８３５％でＣＥ３Ｅ±5８３Ｄg（P＜５３５５６）、海

藻 類 が5６３８ ％ で９３６±８３９g（P＜５３５５６）、 豆 類 が

5Ｄ３Ｅ％で７Ｂ３８±７Ｄ３５g（P＜５３５６）、肉類がＢ６３６％で

Ｂ７３Ｂg±８Ｄ３Ｅg、果実類が5９３Ｅ％で８Ｅ３Ｂ±９5３８g（P

＜５３５５６）、嗜好飲料が７６３８％で６６８３６±６７６３５g（P

＜５３５５６）、 種 実 類 が5９３７ ％ で５３Ｂ5±５３ＣＤg（P＜

５３５６）、調味料・香辛料が７5３Ｅ％で７９３８±６Ｂ３５g（P

＜５３５５６） と 低 値 を 示 し た。 菓 子 類 が９５９３７ ％ で

６６5３Ｂ±Ｅ７３９g（P＜５３５５６）、乳類が６Ｄ８％で６ＣＢ３９g

±６ＢＥ３Ｄg（P＜５３５5）、よって対象者の６７項目の食

品摂取量は少ない傾向があり、乳類、菓子類を多く

摂取していることが示された。

表２　栄養素摂取量と平成2６年度国民栄養素摂取量との比較

対象者の栄養素摂取量
（ｎ＝2５）

平成2６年度国民栄養素摂取量
（2５ ～ 29歳）

食事摂取基準との比較
（食事摂取基準＝６５５）

平均値 標準偏差
2５ ～ 29歳
平均値

標準偏差 検定

エネルギー kcal ６Ｄ９７３６ ± 5Ｅ5３６ ６ＤＣ5３５ ± Ｂ８７３５ ＥＤ３７ nか

たんぱく質 g 5Ｅ３５ ± ７６３Ｄ ＢＢ３５ ± ７８３９ ＤＥ３９ nか

脂　質 g Ｂ９３８ ± ７Ｃ３Ｃ Ｂ５３５ ± ７Ｃ３８ ６５Ｃ３６ nか

炭水化物 g ７９Ｄ３Ｃ ± Ｃ６３７ ７5Ｂ３5 ± Ｅ７３Ｄ ＥＣ３５ nか

カリウム mg ６ＤＥＢ３８ ± Ｂ７７３Ｂ ６７ＥＤ３５ ± ＣＤ３７ ６９Ｂ３６ ***

カルシウム mg 5Ｂ５３Ｅ ± ７Ｃ６３９ ９８Ｄ３５ ± ７5５３５ ６７Ｄ３５ nか

マグネシウム mg ６ＥＣ３５ ± Ｂ９３Ｄ ７５Ｄ３５ ± Ｄ５３５ Ｅ９３Ｃ nか

鉄 mg Ｂ３Ｂ ± ９３５ Ｃ３５ ± ７３Ｅ Ｅ９３６ nか

レチノール μg ７７９３Ｂ ± ＥＥ３８ ９Ｃ６３５ ± 5７６３５ ９Ｃ３Ｃ ***

ビタミンＤ μg 5３Ｂ ± ９３６ 5３Ｅ ± Ｃ３Ｄ Ｅ９３Ｅ nか

αトコフェロール mg 5３Ｂ ± ７３７ Ｂ３5 ± ８３９ ＤＢ３Ｃ nか

ビタミンＫ μg ６８９３９ ± Ｂ５３5 ６ＤＤ３５ ± ６９８３５ Ｃ６３5 ***

ビタミンＢ１ mg ５３Ｄ ± ５３９ ６３８ ± ８３Ｅ Ｂ９３Ｄ ***

ビタミンＢ２ mg ６３６ ± ５３９ ６３5 ± ８３５ Ｃ７３Ｅ ***

ビタミンＢ６ mg ５３Ｄ ± ５３８ ６３5 ± ８３Ｂ 5９３５ ***

ビタミンＢ６７ mg 5３６ ± ８３８ 5３７ ± 5３5 ＥＣ３Ｂ nか

葉　酸 μg ６ＥＤ３５ ± Ｃ5３７ ７９９３５ ± ６６Ｃ３５ Ｄ６３６ *

ビタミンＣ mg Ｂ６３５ ± ８５３５ Ｅ５３５ ± ６８６３５ ＢＣ３Ｄ ***

コレステロール mg ８７９３９ ± ６5Ｅ３６ ８７Ｅ３５ ± ７５Ｂ３５ ＥＤ３Ｂ nか

食物繊維水溶性 g ７３Ｂ ± ６３７ ７３Ｅ ± ６３Ｄ Ｅ６３６ nか

食物繊維不溶性 g Ｃ３７ ± ７３Ｂ Ｄ３Ｃ ± ８３Ｄ Ｄ７３９ *

食物繊維総量 g ６５３９ ± ８３Ｅ ６７３５ ± 5３８ ＤＢ３Ｃ nか

Ｆ：脂質Ｅ比 ％ ８５３Ｄ ± ９３９ ７Ｄ３９ ± Ｃ３Ｃ ６５Ｄ３5 *

Ｃ：炭水化物Ｅ比 ％ 5Ｂ３5 ± 5３5 5Ｃ３８ ± Ｄ３９ ＥＤ３Ｂ nか

動物たんぱく比 ％ 5５３６ ± ６７３5 5７３７ ± ６９３５ Ｅ5３Ｅ nか

***：Ｐ＜５３５５６、**：Ｐ＜５３５６、*：Ｐ＜５３５5、nか：noが かigniでcanが
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図４　食品群別摂取量

３．健康意識および生活習慣調査

　健康意識および生活習慣調査の結果は図５に記す。

　１）「ストレスや疲れをよく感じる」は７５名（６５５％）

で、ストレスや疲れにより、食欲が変化する者は

６７名（Ｂ５％）であった。これにより学生は「ス

トレスや疲労をよく感じ」、そのため「食欲に変

化がある」ことが示された。

　２）「欠食の有無、程度」には、週に２～３回以上欠

食するものが６６名（55％）、ほとんど欠食しない

者が９名（９5％）と１週間のうちに欠食する者は

過半数上であった。このうち毎日欠食をする者

４名（７５％）であった。欠食の理由は、時間が

ないので仕方なく４名（７５％）、食欲がない４名

（７５％）欠食しないようにしたいは５名（７5％）、

何とも思わない２名（６５％）（複数回答含む）で

あった。

図５　健康・生活習慣（ｎ＝2５）

４．分　析

　１）「ストレスと疲労により食欲の変化」と食品・栄

養摂取素摂取状況（表３）

　ストレスと疲労により食欲の変化と栄養素摂取

量との関係性を調べるために検定を行った。食欲

に変化がある群をⅠ群、食欲の変化がない群をⅡ

群とした。それぞれの平均値の比較では、Ⅰ群の

各栄養素摂取量の多くの項目が高値を示した。Ⅱ

群を基準（６５５％）とした場合、Ⅰ群では総エネル

ギーが６９６３６%で７５Ｄ９３Ｄ±Ｂ６７３７kcal（P＜５３５5）、た

ん ぱ く 質 が６８5３７%でＢ5３Ｄ±７７３5g、 脂 質 が６5９３Ｅ%

でＣ９３Ｅ±８５３Ｃg（P＜５３５5）、 カ ル シ ウ ム が６９5３８%

でＢ９５３Ｄ±７5８３Ｂ ㎎、 鉄 が６5７３5%でＣ３Ｂ±９３Ｄ ㎎、 ビ

タミンＢ１が６９Ｃ３Ｄ%で６３５±５３5㎎、ビタミンＢ２

が６5７３８%で６３８±５３９㎎（P＜５３５5）、飽和脂肪酸が

６5Ｂ３６％で７９３Ｃ±６５３Ｂg（P＜５３５5）、一価不飽和脂

肪酸が６９９３Ｂ％で７９３Ｂ±６５３Ｅg、コレステロール量が

６Ｂ５３Ｃ％で８Ｄ７３７±６Ｂ９３９mg（P＜５３５5）、脂肪酸総量

が６９Ｂ３９％でＢ６３Ｃ±７5３Ｅmg（P＜５３５5）と高値を示

した。したがって、ストレスや疲労により食欲の変

化がある群の栄養素摂取量は多く、特に脂質の摂取

量が多く、過食を生じている可能性が考えられた。

　次に「ストレスおよび疲労により食欲の変化の有

無」と食品群別摂取量との関係を表４に示す。

　Ⅰ群では穀類（めし、ゆで麺等）、いも類、豆類、

魚介類、肉類、卵類、乳類、果実類、菓子類、嗜好

品類、砂糖類、種実類、油脂類、調味料類・香辛

料類で摂取量が多かった。特にいも類が６ＤＣ３６％で

5６３Ｄ±９５３５g、卵類が６ＥＣ３７％で９７３８±７5３５g、菓子

類が７５Ｃ３９％で６９5３Ｄ±６５Ｂ３７g、嗜好飲料類６９5３Ｄ％

で６７Ｅ３９±６７Ｂ３Ｅg、油脂類が６Ｂ６３％で６９３Ｄ±Ｃ３９gと

高値であった。また低値となったものは、緑黄色野

菜がＣ６３Ｅ％で９６３６±７Ｂ３Ｂg、海藻類がＤ８３Ｃ％で８３Ｄ±

７３８gであった。卵類、油脂類でP＜５３５5の有意が認

めた。よってストレス及び疲労を感じると油脂類や

卵類を多くとる傾向が示された。
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表３　ストレスや疲労を感じると食欲の変化の有無と平均栄養素摂取量との比較

食欲の変化がある：Ⅰ群
（ｎ＝６2）

食欲の変化がない：Ⅱ群
（ｎ＝８）

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
Ⅰ群４Ⅱ群比較
（Ⅱ群＝６５５）

検定

エネルギーカロリー kcal ７５Ｄ９３Ｄ ± Ｂ６７３７ ６９ＣＣ３Ｅ ± ８９5３Ｂ ６９６３６ *

たんぱく質 g Ｂ5３Ｄ ± ７７３5 ９Ｄ３Ｃ ± ６Ｃ３５ ６８5３７ nか

脂　質 g Ｃ９３Ｅ ± ８５３Ｃ ９Ｄ３８ ± ６６３７ ６5９３Ｅ *

炭水化物 g ７ＣＣ３5 ± ＢＥ３5 ７５5３９ ± 5５３Ｅ ６８5３６ *

カリウム mg ７５８Ｄ３Ｄ ± Ｂ８６３７ ６ＢＤ７３5 ± 5Ｄ７３７ ６７６３７ nか

カルシウム mg Ｂ９５３Ｄ ± ７5８３Ｂ ９９５３Ｅ ± ７ＢＣ３８ ６９5３８ nか

マグネシウム mg ７６７３Ｄ ± ＢＤ３Ｄ ６Ｃ８３９ ± 5８３Ｄ ６７７３Ｃ nか

鉄 mg Ｃ３Ｂ ± ９３Ｄ 5３５ ± ６３Ｂ ６5７３5 nか

銅 mg ６３５ ± ５３８ ５３Ｃ ± ５３７ ６７Ｃ３Ｅ nか

レチノール μg ７Ｂ６３Ｄ ± ＥＢ３Ｂ ６ＢＤ３Ｃ ± ＣＤ３８ ６55３７ *

レチノール当量 μg ９Ｅ５３Ｂ ± ６ＥＤ３７ ８ＥＤ３Ｃ ± ７７７３Ｅ ６７８３６ nか

ビタミンＤ μg 5３９ ± ８３７ 5３Ｅ ± 5３5 Ｅ６３６ nか

トコフェロール当量 mg Ｃ３Ｂ ± ８３７ 5３Ｄ ± ６３5 ６８６３Ｅ nか

ビタミンＫ μg ６８８３Ｂ ± 5８３Ｃ ６８5３Ｂ ± Ｃ８３5 ＥＤ３5 nか

ビタミンＢ１ mg ６３５ ± ５３5 ５３Ｂ ± ５３７ ６９Ｃ３Ｄ nか

ビタミンＢ２ mg ６３８ ± ５３９ ５３Ｄ ± ５３８ ６5７３８ *

ビタミンＢ６ mg ５３Ｅ ± ５３８ ５３Ｃ ± ５３８ ６７５３Ｂ nか

ビタミンＢ ６７ mg 5３７ ± ８３６ ９３Ｄ ± ８３Ｂ ６５Ｄ３９ nか

葉　酸 μg ７５Ｄ３６ ± Ｂ８３５ ６Ｄ７３Ｃ ± Ｅ８３６ ６６８３Ｅ nか

ビタミンＣ mg Ｂ９３5 ± ８５３Ｅ 55３Ｄ ± ７Ｅ３Ｄ ６６5３Ｂ nか

飽和脂肪酸 ｇ ７９３Ｃ ± ６５３Ｂ ６5３Ｄ ± ９３Ｄ ６5Ｂ３６ *

一価不飽和脂肪酸 ｇ ７９３Ｂ ± ６５３Ｅ ６Ｃ３５ ± ８３９ ６９９３Ｂ *

多価不飽和脂肪酸 ｇ ６７３８ ± 5３5 Ｅ３８ ± ６３Ｂ ６８８３６ nか

コレステロール g ８Ｄ７３７ ± ６Ｂ９３９ ７８Ｃ３Ｄ ± ６５Ｅ３６ ６Ｂ５３Ｃ *

食物繊維水溶性 g ７３Ｅ ± ６３７ ７３８ ± ６３７ ６７Ｄ３Ｅ nか

食物繊維不溶性 g Ｃ３Ｄ ± ７３Ｃ Ｂ３８ ± ７３８ ６７８３Ｃ nか

食物繊維総量 g ６６３８ ± ９３６ Ｅ３６ ± ８３９ ６７９３Ｃ nか

脂肪酸総量 Ｂ６３Ｃ ± ７5３Ｅ ９７３６ ± Ｅ３９ ６９Ｂ３９ *

Ｐ：タンパク質Ｅ比 ％ ６７３Ｂ ± ６３Ｃ ６７３Ｅ ± ７３Ｃ ＥＣ３８ nか

Ｆ：脂質Ｅ比 ％ ８６３Ｂ ± 5３５ ７Ｅ３Ｂ ± ８３９ ６５Ｂ３Ｂ nか

Ｃ：炭水化物Ｅ比 ％ 55３Ｄ ± 5３Ｄ 5Ｃ３９ ± 5３８ ＥＣ３７ nか

穀類エネルギー比 ％ ８７３Ｂ ± ６５３７ ８Ｂ３Ｃ ± ６５３5 ＤＤ３Ｄ nか

動物たんぱく比 ％ ９Ｅ３７ ± ６８３９ 5６３９ ± ６６３Ｄ Ｅ5３Ｅ nか

緑黄色野菜比 ％ ８８３Ｅ ± ７5３Ｄ ８Ｅ３Ｂ ± ６Ｅ３Ｂ Ｄ5３Ｂ nか

***：Ｐ＜５３５５６、**：Ｐ＜５３５６、*：Ｐ＜５３５5、nか：noが かigniでcanが

表４　ストレスや疲労を感じると食欲の変化の有無と食品別摂取量との比較

食欲の変化がある：Ⅰ群
（ｎ＝６2）

食欲の変化がない：Ⅱ群
（ｎ＝８）

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
Ⅰ群４Ⅱ群比較
（Ⅱ群＝６５５）

検定

穀類（めし、ゆで麺等） ８９5３5 ± Ｅ5３７ ８６Ｃ３６ ± ６７９３Ｂ ６５Ｅ３５ nか

いも類 5６３Ｄ ± ９５３５ ７Ｃ３Ｃ ± ７７３Ｃ ６ＤＣ３６ nか

緑黄色野菜 ９６３６ ± ７Ｂ３Ｂ 5Ｃ３６ ± ９５３Ｃ Ｃ６３Ｅ nか

その他の野菜 ＣＥ３5 ± ９Ｅ３5 Ｄ５３９ ± Ｂ８３７ ＥＤ３Ｄ nか

海草類 ８３Ｄ ± ７３８ ９３Ｂ ± ９３Ｄ Ｄ８３Ｃ nか

豆　類 ７Ｃ３６ ± ８９３７ ７5３５ ± ６Ｂ３Ｃ ６５Ｄ３８ nか

魚介類 ９９３９ ± ８Ｅ３Ｄ ９６３Ｂ ± ８９３６ ６５Ｂ３Ｃ nか

肉　類 ＢＣ３Ｂ ± ９Ｃ３９ 55３５ ± ７６３Ｄ ６７７３Ｅ nか

卵　類 ９７３８ ± ７5３５ ７６３９ ± ６Ｂ３７ ６ＥＣ３７ *

乳　類 ７５６３５ ± ６Ｃ９３Ｂ ６８Ｅ３９ ± ６ＢＢ３Ｂ ６９９３７ nか

果実類 ９６３６ ± 5７３5 ８Ｃ３5 ± ８5３８ ６５Ｅ３5 nか

菓子類 ６９5３Ｄ ± ６５Ｂ３７ Ｃ５３８ ± ８Ｅ３５ ７５Ｃ３９ nか

嗜好飲料 ６７Ｅ３９ ± ６７Ｂ３Ｅ ＤＤ３Ｃ ± ６６5３６ ６９5３Ｄ nか

砂糖類 Ｃ３８ ± ９３Ｄ 5３Ｅ ± ８３９ ６７７３Ｂ nか

種実類 ５３Ｃ ± ５３Ｅ ５３Ｂ ± ５３Ｃ ６５９３７ nか

油脂類 ６９３Ｄ ± Ｃ３９ Ｅ３７ ± ９３5 ６Ｂ６３５ *

調味料・香辛料類 ７5３Ｃ ± ６Ｅ３８ ７７３９ ± ６５３５ ６６5３５ nか

***：Ｐ＜５３５５６、**：Ｐ＜５３５６、*：Ｐ＜５３５5、nか：noが かigniでcanが
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２）欠食習慣と食品・栄養摂取量との関係

　欠食習慣の有無と平均栄養素摂取量の比較を行っ

た（表５）。週に２～３回以上欠食するものをⅠ群

（６６名）、ほとんど欠食しないものをⅡ群（９名）

とした。

　総エネルギーはⅠ群が６７７３６％で７５５5±ＢＥＥkcal

と高値を示したが、有意は認めなかった。各栄

養素量の平均値は、Ⅰ群がⅡ群より高値を示し

た。マグネシウムが６８９３Ｃ％で７７７３Ｄ±Ｃ６３６mg（P

＜５３５5）、 鉄 が６Ｃ７３６%でＤ３６±９３Ｅg（P＜５３５5）、 脂

質 が６８Ｂ%でＣ７３Ｅ±８８３９g、 ビ タ ミ ンDが６5Ｃ３７%で

Ｂ３Ｃ±９３Ｅ㎎、コレステロール量が６９Ｂ３６％で８ＣＤ３６

±６ＣＥ３６mg、脂質E比６５Ｅ％で８７±5３６％と高い値

となった。また穀物エネルギー比はＢＤ３６％で７Ｄ３８

±Ｄ３７Ｃ％ (P＜５３５６)、動物性たんぱく比はＤＥ３７％で

９Ｃ３Ｃ±６６３Ｃ％であった。

　よって欠食群は摂取カロリーが多く、脂肪を多く

とる傾向があり、穀物による栄養摂取は少ないこと

が示された。

　次に、欠食習慣の有無と食品群別摂取量との関係

を表６に示す。Ⅰ群では穀類（めし、ゆで麺等）、

肉類、乳類果実類で摂取量が少なかった。その他は

多く摂取していたが、特に緑黄色野菜、その他の野

菜、海藻類、豆類、菓子類、嗜好飲料、砂糖類の

摂取量が多かった。特に菓子類が７８Ｄ３Ｅ％で６5Ｂ３Ｂ±

６５７３5g（P＜５３５5）、嗜好飲料が７ＥＤ３７％で６Ｂ６３９±

６９５３5g、と高値であった。よって欠食群は総エネル

ギーの割合は主食が少なく、菓子類が多く占めるこ

とが示された。

表５　欠食習慣と平均栄養素摂取量との比較

欠食習慣あり：Ⅰ群
（ｎ＝６６）

欠食習慣なし：Ⅱ群
（ｎ＝９）

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
Ⅰ群とⅡ群比較
（Ⅱ群＝６５５）

検定

エネルギーカロリー kcal ７５５5３5 ± ＢＥＥ３９ ６Ｂ９７３８ ± ８Ｄ９３Ｂ ６７７３６ nか

たんぱく質 g Ｂ８３Ｃ ± ７5３５ 5８３７ ± ６Ｂ３Ｃ ６６Ｅ３Ｂ nか

脂　質 g Ｃ７３Ｅ ± ８８３９ 5８３Ｃ ± ６９３７ ６８5３Ｅ nか

炭水化物 g ７Ｂ5３Ｂ ± Ｄ７３5 ７７Ｄ３６ ± 5６３９ ６６Ｂ３９ nか

マグネシウム mg ７７７３Ｄ ± Ｃ６３６ ６Ｂ5３5 ± ９５３６ ６８９３Ｃ *

鉄 mg Ｄ３６ ± ９３Ｅ ９３Ｃ ± ６３６ ６Ｃ７３６ *

レチノール当量 μg 5７９３９ ± ７７９３５ ８ＢＣ３5 ± ６5Ｃ３５ ６９７３Ｃ nか

ビタミンＤ μg Ｂ３Ｃ ± ９３Ｅ ９３８ ± ７３Ｂ ６5Ｃ３７ nか

トコフェロール当量 mg Ｄ３５ ± ８３７ 5３5 ± ６３５ ６９９３5 *

ビタミンＫ μg ６5Ｃ３Ｃ ± ＢＣ３5 ６５Ｂ３５ ± ８Ｂ３Ｄ ６９Ｄ３Ｃ nか

ビタミンＢ１ mg ５３Ｅ ± ５３Ｂ ５３Ｃ ± ５３７ ６８９３5 nか

ビタミンＢ２ mg ６３７ ± ５３5 ６３５ ± ５３９ ６７Ｃ３Ｃ nか

ビタミンＢ６ mg ５３Ｅ ± ５３９ ５３Ｃ ± ５３７ ６７６３5 nか

ビタミンＢ ６７ mg 5３Ｄ ± ８３Ｅ ９３７ ± ７３６ ６８5３5 nか

葉　酸 μg ７７5３９ ± ＤＢ３Ｃ ６Ｂ９３９ ± ９６３Ｂ ６８Ｃ３６ nか

ビタミンＣ mg ＢＤ３5 ± ８Ｂ３Ｂ 5６３Ｅ ± ６Ｃ３６ ６８６３Ｄ nか

飽和脂肪酸 ｇ ７８３５ ± ６６３９ ６Ｄ３Ｄ ± Ｃ３５ ６７７３5 nか

コレステロール g ８ＣＤ３６ ± ６ＣＥ３６ ７5Ｄ３Ｄ ± ６５5３Ｄ ６９Ｂ３６ nか

食物繊維総量 g ６６３Ｄ ± ９３９ Ｄ３Ｃ ± ７３９ ６８5３８ nか

脂肪酸総量 5Ｅ３Ｄ ± ７Ｄ３５ ９Ｂ３Ｂ ± ６７３５ ６７Ｄ３８ nか

Ｐ：タンパク質Ｅ比 ％ ６７３Ｂ ± ７３Ｂ ６７３Ｄ ± ６３5 ＥＤ３Ｅ nか

Ｆ：脂質Ｅ比 ％ ８７３５ ± 5３６ ７Ｅ３９ ± ８３５ ６５Ｅ３５ nか

Ｃ：炭水化物Ｅ比 ％ 55３９ ± Ｂ３5 5Ｃ３Ｅ ± ８３Ｅ Ｅ5３Ｃ nか

穀類エネルギー比 ％ ７Ｄ３８ ± Ｄ３８ ９６３5 ± Ｃ３5 ＢＤ３６ **

動物たんぱく比 ％ ９Ｃ３5 ± ６６３Ｃ 5８３７ ± ６８３８ ＤＥ３７ nか

緑黄色野菜比 ％ ９６３５ ± ７６３Ｂ ８５３８ ± ７９３Ｃ ６８5３5 nか

***：Ｐ＜５３５５６、**：Ｐ＜５３５６、*：Ｐ＜５３５5、nか：noが かigniでcanが
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表６　欠食習慣と食品別摂取量との比較

欠食習慣あり：Ⅰ群
（ｎ＝６６）

欠食習慣なし：Ⅱ群
（ｎ＝９）

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
Ⅰ群４Ⅱ群比較
（Ⅱ群＝６５５）

検定

穀類（めし、ゆで麺等） ８５６３７ ± ６５９３９ ８Ｃ９３5 ± ＥＣ３Ｃ Ｄ５３９ nか

いも類 ９Ｃ３９ ± ９６３Ｄ ８5３Ｃ ± ７Ｃ３５ ６８７３Ｃ nか

緑黄色野菜 5Ｂ３７ ± ８７３Ｅ ８Ｂ３Ｅ ± ８６３5 ６5７３７ nか

その他の野菜 ＥＢ３５ ± Ｂ８３Ｄ Ｂ５３６ ± ８６３８ ６5Ｅ３Ｅ nか

海草類 5３６ ± ８３Ｅ ７３Ｅ ± ７３７ ６Ｃ７３5 nか

豆　類 ８８３７ ± ８９３Ｄ ６Ｃ３Ｄ ± ６８３Ｅ ６ＤＢ３Ｂ nか

魚介類 5６３Ｂ ± ９９３７ ８８３７ ± ７８３９ ６55３９ nか

肉　類 Ｂ６３８ ± ９Ｃ３5 Ｂ９３６ ± ７Ｃ３Ｄ Ｅ5３Ｂ nか

卵　類 ９５３Ｅ ± ７Ｂ３Ｅ ７5３９ ± ６Ｃ３７ ６Ｂ６３６ nか

乳　類 ６８Ｅ３７ ± ６９８３７ ７７６３Ｄ ± ６ＥＢ３5 Ｂ７３Ｃ nか

果実類 ８７３６ ± ９Ｅ３６ ９Ｄ３Ｄ ± ９６３７ Ｂ5３Ｅ nか

菓子類 ６5Ｂ３Ｂ ± ６５７３5 Ｂ5３5 ± ９９３Ｃ ７８Ｄ３Ｅ *

嗜好飲料 ６Ｂ６３９ ± ６９５３5 5９３６ ± 5９３７ ７ＥＤ３７ nか

砂糖類 Ｄ３５ ± ９３５ 5３７ ± ９３９ ６5７３７ nか

種実類 ５３Ｃ ± ５３Ｅ ５３5 ± ５３Ｂ ６８９３５ nか

油脂類 ６９３８ ± Ｄ３５ ６５３８ ± ９３Ｂ ６８Ｅ３９ nか

調味料・香辛料類 ７Ｃ３９ ± ６Ｅ３Ｅ ７５３Ｂ ± Ｅ３５ ６８７３Ｅ nか

***：Ｐ＜５３５５６、**：Ｐ＜５３５６、*：Ｐ＜５３５5、nか：noが かigniでcanが

Ⅳ．考　察

　栄養・食事は生命を維持し、人々が健康に生活してい

くうえで欠かすことはできない。身体的な健康を保つだ

けでなく情緒的な安寧、健康的な社会生活を送るために

も食生活を適正に保つことが求められている。現代の食

生活での問題として朝食の欠食率の増加、外食や調理済

み食品の増加、偏食や孤食などがあがる６）。このよう

な状況にあるなか、将来、人々の健康・医療に携わる看

護学生の役割は重要なものと考える。栄養・食習慣は多

くの疾患の発症因子で、生活習慣病の一因として国家対

策が必要とし、数多くの取り組みを行っている。そのた

め、今回の研究の目的として、看護学生の食事摂取状況

と健康意識と生活習慣の実態を明らかにすることは重要

な意味をもつと考える。

１．摂取エネルギーと３大栄養素エネルギー比率について

　今回の研究対象者の平均年齢は７５３Ｃ±５３Ｅ歳であっ

た。この年代の食生活の問題は、欠食、孤食、ダイ

エット、肥満などが厚生労働省の国民健康・栄養調査

により明らかにされている５）。現代の日本人のエネ

ルギー比の特徴は脂質が多いことがあげられ、特に対

象となった７５代の若年層では適正比率の７５ ～ ７5％を

上回り７Ｄ３９％と脂質エネルギーが多い結果であった。

一方、炭水化物エネルギー比率とタンパク質比率は低

値を示し、栄養比のバランスが崩れていることを指摘

している。

　対象となった看護学生の平均エネルギー比も国民栄

養調査の結果とも類似した傾向があり、研究の結果は

若年層の特徴であると考える。特に対象者の脂肪エネ

ルギー比が８５％以上と高い値を示したことは、脂質

異常症や肥満などの生活習慣病予防の観点から好まし

い結果ではないと考える。

　脂肪エネルギー比率は、昭和７５年代以降８５年余り

で３倍近くの急激な増加を示し、若年成人でその増

加が著しく、この年代の脂肪エネルギー比率を平均

７5％以下にすることを国民健康７６ ６）では目標として

示している。脂質エネルギー比率は、その増加にとも

なって動脈硬化性心疾患の発症率や乳がん、大腸がん

による死亡率の増加が認められており７）予防認識を

高める指導が必要である。

　また、現在７～ ６Ｅ歳の青年期の者の脂質エネル

ギー比率が平均７Ｅ３７％とやはり高値であるため、今後

看護教育に就学する若年層の特徴をとらえた食への教

育、指導への取り組みが重要であると考える。

　次に、ビタミンとミネラルについて検討する。各ビ

タミン、ミネラルの平均値は低値を示した。平成７６

年度の国民健康・栄養調査でも若年層での野菜の摂取

量が低くミネラル、ビタミンの充足が低い５）。

　今回の調査結果ではビタミンＢ群の摂取量が少な

かった。ビタミンＢ１は個々の細胞に存在し、糖質エ

ネルギーを変換するための不可欠な栄養素である。こ

の不足は糖質利用時に乳酸の生成が生じ、そのため疲

労感を生じることになる８）。対象者全員がストレス
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や疲労感を感じており、この一因にビタミンＢ１の摂

取量が少ないことが関係しているのでないかと考え

る。

　身体はストレスを感じるとノルアドレナリンを分泌

し、身体防御の働きが生じる。この時にマグネシウム

が消耗される。調査結果では有意は認めなかったが、

マグネシウムの摂取量は変化がある群が多い結果で

あった。よってストレスを感じているが、その反応と

して体内ではマグネシウムの摂取量が多く、ストレス

により対応・利用できる環境にあると考えた。

　若年の女子での問題として葉酸の摂取量が低いこと

が指摘されている。葉酸の不足は神経管閉鎖障害のリ

スクの一因子であるとし、７５５５年厚生労働省は葉酸

の内服が神経管閉鎖障害児の発症リスクを減少する可

能性を発表した９）。この奇形は受精後７５ ～ ７Ｄ日頃の

妊娠初期の段階に起こり、発達中の神経管が正常に閉

鎖しないために起因する７）。この時期はまだ妊娠に

気がつかない時期であるため、妊娠を確認した後に葉

酸の摂取を心がけてもすでに神経管閉鎖時期が過ぎて

いるため、効果はほとんどない。したがって妊娠前か

ら葉酸の摂取を充足しておく事が神経管閉鎖症の発症

リスクを軽減することに役立つ。したがって、妊娠可

能年齢層において葉酸不足改善への働きかけ、主に緑

黄色野菜に葉酸が含まれるため、それらの摂取の必要

性と具体的な食事内容への指導が必要と考える。

２．ストレスと疲労を感じやすく食欲に変の有無と食

品・栄養摂取素摂取状況について

　今回の調査により全員がストレスや疲労を感じ、

その時食欲に変化があるものが今回の調査結果では

55％を占めた。ストレスは、一過性の過食や食欲不振

を引き起こす誘因であることはすでに経験的に理解さ

れている。そして近年、多くの研究により生活習慣病

の病態に抑うつやストレスなど心理的要因、社会的要

因が関与していることが述べられている ６５）６６）。

　現代社会はストレス社会ともいわれ、人的、環境的

問題など様々なストレスがあり、若年層の子供たちは

幼少のころから多くの負担を抱えるものも多い。思春

期・青年期から成人期への移行段階にある対象学生は

身体の急激な変化だけでなく、社会での自分のポジ

ションが変化することでのストレスを抱え心身の負担

は大きいものになる ６７）。

　看護学生の場合も同様の事が予測でき、多くのスト

レスや疲労を感じているため、その回避行動として摂

食行動に変化が生じていると考える。総エネルギー、

脂質、炭水化物、ビタミンＢ２、コレステロール、飽

和脂肪酸、総脂肪酸量、および一価不飽和脂肪酸がい

ずれも有意を認め、ストレスや疲労により、食欲の変

化がある群の栄養素摂取量は高値を示した。

　特に脂質の摂取量が多く過食を生じている可能性が

考えられた。食品群別摂取では卵類、油脂類で有意に

高値を示した。一般的に脂質摂取量の増加は、主に

肉類、乳脂肪の増加と穀類の減少が伴うとされてい

る ６８）。これは飽和脂肪酸の増加を伴い血清コレステ

ロール値を増加させると述べている。

　本研究では有意は認めず穀類の平均値は大きかっ

た。よって脂質の増加に伴う、穀類の減少は認めず、

過食による穀類や脂質の増加の可能性があると考え

る。そして、栄養のバランスの崩れや脂肪摂取量の増

加の因子としてストレスや疲労が関係していることが

示唆された。

３．欠食の有無と食品・栄養素摂取状況について

　看護学生の場合、規則的な食事の重要性を講義や演

習などで学習の機会がある。また臨地実習などの様々

な学習活動を通して、健康維持に関する知識を学ぶ機

会があるにもかかわらず欠食率が55%と高かった。平

成７５年度の国民栄養調査による欠食率は７５ ～ ７Ｅ歳で

の割合が最も多く９６％であるが、研究対象者の欠食

率がより高い値となった。

　このことは、既習行動だけでは適切な健康行動を維

持することができない事が示された。今後は自己の健

康には栄養摂取を適正に保つことが重要であり、その

認識と実践力を高めるかかわりが必要であると考え

る。

　欠食による問題点は、栄養摂取量の減少や偏りだけ

でなく、日常生活での活動力や意欲の低下などが問題

として挙げられている５）６９）。

　吉岡は朝食の欠食習慣のあるもの学習成績、平均評

価が低く、朝食を欠食した場合、脳内でのブドウ糖利

用は、肝臓に蓄積されたグリコーゲンを利用すること

になる。しかし、利用可能時間は約半日であるため、

前日の夕食以降栄養摂取が出来ていない場合、血糖値

が低下し学習意欲や集中力の低下が起きると述べてい

る ６5）。また、欠食による影響としてカリウム、食物

繊維、抗酸化ビタミンなどの摂取量が低下する傾向が

あるとされている ６Ｂ）。これらの栄養素は循環器疾患

やがんの予防に効果的に働くが ６Ｃ）、今回の対象者は

カリウム、抗酸化ビタミンの値は欠食者が多く認め、

食物繊維は低値であった。よって欠食による喫食量が
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減少せず、野菜の摂取が少ないため食物繊維が低値で

あったと考える。

　このようにバランスが崩れた場合の適正化には特定

の成分を強化した食品に依存するのではなく、基本的

には通常の食事として摂取することが望ましいとされ

る ６Ｄ）。

　国民健康・栄養調査（７５５5年）年によれば、７Ｅ歳

以下の若年者の栄養に関する知識や技能は低く、その

ことが食生活の改善を阻害している因子であるとした

６Ｅ）。若年層への栄養に関する知識の向上と実際の生

活に合わせた内容でここに指導を行っていくことが必

要となる。よって今回の結果を個人に返却し、自分自

身の栄養状態や食事摂取状況の理解を深めるかかわり

を実施すべきであると考える。食への関心と現状理解

が行動変容につながると考える。

　Campbellらは、栄養指導の方法を個別に調整した

栄養情報で介入をする群と一般的な内容で栄養情報を

用いた介入群との追跡調査を行った。個人の食事栄養

情報を用いて介入した群では総脂肪摂取量が減少し、

情報を受けったことをより多くの人が記憶していた

７）。よって一人一人のニーズに合わせた食事の助言、

指導が必要であると考える。

　現在の栄養調査法のプログラムソフトは、国民栄養

調査で用いられている秤量記録法で比較的正確に栄養

摂取量を把握できるとされている。しかし具体的な内

容の記載や数日間の摂取内容を記載する方法は負担が

大きい。

　今回用いた食品および栄養調査量はエクセル栄養

君Veお ７３５ 食物摂取頻度調査FFQgは１週間の食品摂

取頻度と１回の摂取量を記載することで測定でき、記

入時間も６5分程度である。対象者への負担は少なく、

日差変動の影響が受けにくい。また調査そのものによ

る食生活への影響が少ないと考えられる。

　しかし、食品摂取頻度調査（FFQg）は、食品群や

分量に関する知識や感覚の誤差が生じる可能性がある

７５）ことなどが考えられるため、今後は実際の食内容

の聞き取り調査や実習など看護学生に大きなストレス

がかかる時期での食事変化と影響を検討していく必要

があると考える。

　石川は ７６）思春期の食の行動変容には食品の安全や

健康問題について関心のある消費者と思春期の健康問

題に関心のある専門家の存在が必要で、特に専門家の

責任ある行動と努力、関心、科学的根拠の理解が必要

であると述べている。

　本研究対象者の看護学生は、人々の健康に携わる専

門家への意思を持つ集団である。したがって専門家と

消費者の両者の役割を持つと考えられ、介入により専

門家としての認識を高めることが、自己の食認識や食

環境の適正が図れると考える。そのため自分自身の食

事摂取状況を理解し、健康生活のために必要な食生活

のあり方の具体的な方向性を認識し、食事の適正化を

実践できるよう指導が必要であると考える。

　以上、今回の看護学生の食生活習慣と栄養摂取状況

について調査を行い、食事摂取状況には問題があるこ

とやストレスや疲労感により食事摂取量の変化が生じ

やすい対象であったことが示された。栄養のバランス

を保つ食品群を考慮した日々の食事内容への知識を高

めることが必要であると考える。そのためには、対象

者に自分の食生活に興味をもち食生活改善への動機づ

けになるように調査結果の指導や介入が必要であると

考える。

４．調査の限界

　今回の対象者は、研究調査対象者は７５名と少な

かったため、研究に協力した対象者の傾向を反映する

ものであって看護学生の一般的傾向を把握するには限

界がある。今後も調査を続け、患者への健康教育が行

える知識と態度の習得への教育指導の方向性が見いだ

せるよう努力が必要であると考える。

Ⅴ．結語

　看護学生の食事摂取状況と生活・食事習慣についての

実態調査を対象学生７５名に行い、以下の結果を得た。

１．脂質エネルギー比は適正比率の７５ ～ ７5％を上回り、

８５３Ｄ±９３９％と多い結果であった。一方、炭水化物エ

ネルギー比率とタンパク質比率は低値を示し、栄養比

のバランスが崩れていた。

２．全員がストレスや疲労をよく感じており、それによ

り食欲に変化が生じるものがＢ５％であった。食欲に

変化の有無の比較では、変化がある群が総摂取エネル

ギー、脂質、炭水化物、レチノール、ビタミンＢ７、

飽和脂肪酸、コレステロール、脂肪酸総量の摂取量が

多く有意を認めた。特に脂肪摂取が有意に多く、油脂

類、卵の摂取量が有意に多かった。

３．欠食群は摂取カロリーが多く、脂肪を多くとる傾向

があり、穀物による栄養摂取は少ないことが示され

た。

４．栄養バランスが適正でないことが明らかになり食の

認識を高める教育の実施が必要であることが示唆され
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た。

　今回、看護学生の食事摂取状況と食習慣について検討

した。栄養バランスの崩れと欠食、ストレスなど食生活

に影響を受ける生活習慣が明らかとなった。そのため食

の認識を高める教育の実施が必要であると考える。食習

慣のずれを早期に見出し、改善することが健康に維持増

進には必要である。このことをふまえ看護教育と学生へ

の健康管理を行うことが重要であると考える。
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Original Research

The Findings on Lifestyle and the Actual Situation

of the Dietary Intake of Student Nurses

―The Relation Between Stress and a Skipping２a２Meal Custom―

Yaけoi Imきおa

Kanかai Uniぎeおかiがけ of Healがh Scienceか，Facきlがけ of Nきおかing，

Abstract

The pきおpoかe of がhiか かがきdけ くaか がo claおifけ がhe acがきal かiがきaがion of がhe dieがaおけ inがake and lifeかがけle of a かがきdenが nきおかe３ 

７７ candidaがeか bけ くhom inぎeかがigaがion coopeおaがion くaか goががen in Jきlけ１ ７５６６１ and ７５ peおかonか (Ｅ５３Ｅ% of ぎalid おeかponかe 

おaがe) bけ くhom がhe efecがiぎe おeplけ くaか おeceiぎed among がhem くeおe examined３ 

　Food and がhe amoきnが of nきがおiがion かきおぎeけか くaか きかed Mお３ Excel nきがおiがion Veお７３５ and Food Fおeqきencけ 

Qきeかがionnaiおe Baかed on Food gおoきpか FFQg Veお７３5１ and caおおied oきが がhe おecogniがion inぎeかがigaがion aboきが healがh and 

lifeかがけle condきcがed bけ かelf２adminiかがeおed qきeかがionnaiおe３ 

　Aか a おeかきlが１ alがhoきgh がhe caloおie２inがake くaか an eqきiぎalenが amoきnが moかがlけ くiがh がhe naがional かきおぎeけ on nきがおiがion 

in がhe ７５５Ｅ でかcal けeaお１ がhe inがake２balance of がhe がhおee majoお nきがおienがか くaか noが mainがained１ bきが bおoきghが a おeかきlが 

くiがh a high lipid E おaがio and a caおbohけdおaがe E おaがio and a loく pおoがein おaがio３ 

　In healがh conかcioきかneかか and lifeかがけle inぎeかがigaがion１ all がhe membeおか felが かがおeかか and faがigきe きかきallけ１ and くhen 

change of appeがiがe aおoかe bけ がhaが caきかe１ ６７ peおかonか (Ｂ５%) くeおe felが３ 

　Moおeoぎeお１ ６６ peおかonか (55%) had a かkipping２a２meal cきかがom１ and がheおe くaか moおe ingeかがion of confecがioneおけ and a 

beぎeおage がhan がhe amoきnが of naがional かきおぎeけか on nきがおiがion (P＜５３５５６)３

　Iが くaか かきggeかがed がhaが がhe nきがおiがional balance iか noが pおopeお and がhe edきcaがion がo おaiかe がhe おecogniがion of food 

needか iか neceかかaおけ３

Keyword：かがきdenが nきおかe１ food・nきがおimenが２inがake１ かがおeかか１ かkipping２a２meal
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原　　著

看護学生の緩和ケア病棟における実習での学び

―死生観・看護観のレポートからの分析―

上田稚代子１）　上田伊津代２）　畑野　富美３）　住田　陽子４）　山口　昌子２）

坂本由希子２）　池田　敬子２）　辻　あさみ２）　鈴木　幸子２）

１）関西医療大学保健看護学部

２）和歌山県立医科大学保健看護学部

３）畿央大学健康科学部看護医療学科

４）森ノ宮医療大学看護学科

要　旨

　緩和ケア病棟で実習を行った学生６5名のレポート「実習を通しての死生観・看護観」を基に学習内容を明らかにする

ことを目的とした。A ４サイズレポート用紙75枚から学習内容として抽出された記述は、７６6文であった。これを分析し

た結果、７カテゴリー【終末期患者・家族の理解】【患者・家族の側にいることの意味】【余命を有意義に過ごすための援

助】【尊厳を最期まで維持する援助】【悲嘆のプロセスを辿るための援助】【死生観の振り返り】【看護の振り返り】が抽出

された。学生は実習初期の段階では、終末期にある患者・家族に戸惑いを感じながら実習に臨んでいた。しかし、モデル

となる看護師が行うケアに参加したり、関わりの場面の振り返りを行うことで、徐々にそのケアの意味や患者・家族の示

す言動の意味を見出し、終末期看護の学びを深められた有意義な実習になった。

キーワード：看護学生、緩和ケア病棟、学び、終末期看護実習

Ⅰ．緒　言

　近年、わが国におけるホスピス・緩和ケア病棟の数が

年々増加しており、７５５8年６５月１日現在において緩和

ケア病棟のある（施設基準を満たしていないものを含

む）病院は７７9施設（病院総数の７３6%）、緩和ケアチー

ムのある病院は、6６７施設（同7３５%）であり１）、これに

伴い緩和ケア病棟における終末期患者・家族に対するケ

アの質の向上も求められてきている。

　７５５7年４月厚生労働省はがん対策基本法を施行し、

その中でがん患者の療養生活の質の維持向上のために医

療従事者に対する研修の機会を確保することが条文化さ

れている２）。このような背景の中、終末期にある患者

や家族のQOLを高め、その人の生を全う出来るように

支援することは、看護師の重要な役割である。この役割

を担っていくためには看護基礎教育において、患者が心

身ともに平和で穏やかな死を迎えられる看護援助ができ

る能力を育成する必要があり、カリキュラムにおける終

末期看護に関する講義・実習は重要である。

　藤岡ら３）は、体験学習では自らのからだや心、知能

や感覚など自分のすべてを駆使して学習することで、知

る、分かるレベルから実感出来るレベルに到達し、この

ような体験学習を積み重ねることで看護者として大きく

豊かに成長すると述べているように、臨地実習での体験

学習は、今後の看護者としての素地を育む重要な機会に

なっている。

　A大学看護学部における今回の緩和ケア病棟での実習

は、患者と家族を全人的に理解し、苦痛を緩和し、その

人にとってふさわしい生活ができるための看護を実践す

る能力を養うことをねらいとして実施している。

　ホスピス・緩和ケア病棟でターミナルケア実習を行っ

た看護学生の学びについて高橋ら４）は、日々の実習記

録の内容分析から患者や家族の理解やケアの意味、チー

ムケアのあり方などの学びを明らかにした。

　また、玉川５）は、看護学生の終末期看護実習の前・

中・後における死生観の形成過程が、死の恐怖を抱いて
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いる学生は、第一段階としてまず自己の死を自覚するこ

とからはじまり、次に死の向こうの生の存在を認識する

ことで自己・他者の死を肯定的に受け止め、生きる意味

を見出していくことを明らかにした。

　さらに瀬川ら６）は、看護学生は全人的な苦痛に向き

合うことの困難さ、終末期患者や家族の死生観や人生観

を受け止めるためのコミュニケーションの必要性を学

び、実習での体験が死生観構築の発展に良い影響をもた

らしていると述べている。

　これらから、学生は終末期にある患者や家族に実際に

対峙することで死から逃避するのではなく、患者や家族

と真正面から向き合い、思いを理解しようと努力し、そ

の思いに沿えられる援助を提供しようと取り組んでいる

と考えられる。そしてこの実際的な援助を通して死生

観・看護観が形成され発展させていくと推測され、実習

終了時のレポート内容から学生の死生観や看護観の内容

の分析は、今後の実習指導を行っていく上で意義がある

と考える。しかし、我が国において看護学生の緩和ケア

病棟における実習での学びを「死生観・看護観」の実習

終了時のレポートから分析した報告は認められない。

　今回、緩和ケア病棟に入院している終末期患者の看護

実習を行った学生の終了時レポート「実習を通しての死

生観・看護観」をもとに、学習内容を明らかにすること

を目的に試みた。

Ⅱ．研究方法

１．研究対象者

　平成６9年 5 月～ 7 月と平成７５年 5 月～ 7 月の２年

間にB病院緩和ケア病棟で看護実習を行ったA大学

看護学部４年次生７7名とした。

２．調査方法

　実習終了時に提出された「受け持ち患者を通して

学んだ死生観・看護観」のA ４サイズ５枚程度のレ

ポートを分析対象とした。

３．分析方法

　分析方法は、まず学生が「体験し、学んだこと・感じ

たこと・考えたこと」などの学習内容を示している部分

を抽出して単文を１記述単位とし、その内容の意味を損

なわないよう留意しながら要約した。次に要約したもの

の類似するものをまとめてサブカテゴリーとし、さらに

それらを帰納的に分類して抽象化し、カテゴリー化し

た。抽出・分析・分類の過程においては、判断の偏りを

避けるために内容が一致するまで比較検討を繰り返すと

ともに、質的帰納的研究経験のある教員の指導を受け

た。

４．倫理的配慮

　本研究を実施するにあたり、和歌山県立医科大学倫

理委員会の承認を得た。研究対象者には、実習成績の

評価終了後に研究の目的および結果の公表、成績と無

関係であること、拒否権があり拒否をしても成績に影

響しないこと、匿名化でのデータ処理であることを口

頭と文書で説明し、同意書を専用回収ボックスに投函

するよう依頼した。

５．実習の概要

　１）実習目的：「終末期あるいはギアチェンジが予測

される患者と家族を全人的に理解するとともに、苦

痛をできうる限り緩和し、その人にふさわしい生活

ができるための看護を実践する基礎的能力を養う」

である。

　２）実習方法：A大学看護学部の各領域実習は３年次

後期より開始され、急性期看護実習や慢性期看護実

習Aはすでに３年次に終了している。今回の看護

実習は、慢性期看護実習Bの科目名であり、原則と

して１名の患者を受け持つこととしている。時期

は、４年次前期の５月初旬～７月中旬であり、この

期間に５クールの実習を行っている。１クールは２

週間（２単位）で、４グループが同時に４病棟で実

習をし、実習最終日には、４グループ合同でカン

ファレンスを実施し、学びの共有化を図っている。

実習を行う４病棟は、内科系治療を主とした一般病

棟が２病棟、放射線科・婦人科疾患を中心とした一

般病棟が１病棟、緩和ケア病棟が１病棟である。各

グループの学生数は３～６名であった。

Ⅲ．結　果

　本研究に同意が得られた学生は６5名（55３6%）であっ

た。学生６5名の受け持った終末期患者は、９５代２名、

5５代３名、6５代４名、7５代４名、8５代２名であった。

実習期間中に看取りを体験した学生は３名であった。実

習終了時に提出された「受け持ち患者を通して学んだ死

生観・看護観」のA ４サイズレポート用紙75枚から抽

出された学びの記述は７６6文だった。

　これを分析した結果、学生たちの学習内容について

７５サブカテゴリーと７カテゴリー【終末期患者・家族
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の理解】【患者・家族の側にいることの意味】【余命を有

意義に過ごすための援助】【尊厳を最期まで維持する援

助】【悲嘆のプロセスを辿るための援助】【死生観の振り

返り】【看護の振り返り】が抽出された。抽出されたカ

テゴリーとサブカテゴリーを表６にまとめた。以下、カ

テゴリーを【　】、サブカテゴリーを〈　〉、下位の文章

を「　」で表記する。

　【終末期患者・家族の理解】では、受け持ち患者が、

「背中をさすってほしい、安心する」「短時間で良いから

何度も部屋に来てほしい」という発言をしていることか

ら、「孤独を恐れ人の温もりから安心感を得たいと思っ

ている」とする〈孤独に耐え癒し・温かさを求めている

終末期患者〉の心理的状況を理解していた。また、「背

中を触るタッチングが患者の安心への保証」に繋がり、

〈疼痛は患者の全てを支配しその人らしさが失われる〉

という痛みのコントロールが、「終末期患者の日々の生

活の中で前提にある」こと、さらにこの前提条件が保証

されることで、「全身の倦怠感を訴えながらも楽になっ

て家に帰るという患者の発言から、患者・家族はその希

望を持ちつつ自分自身を支えていると思う。」など〈最

期まで希望を見出し生きる患者・家族〉であるとする生

き方を学んでいた。

　【患者・家族の側にいることの意味】では、実習開始

の初期においては、「終末期にある患者・家族とどのよ

うに関わっていけばよいのか」という思いが先行し、

「患者を訪室することに戸惑いを感じ」ながらも、「病棟

看護師と共に患者に清潔ケアやマッサージなどを実施」

したり、「病院の中庭に咲く花を患者・家族と共に眺め

たり」して日々会話を重ねていた。「患者が死にたいと

いう思いを震える手でボードに書いた時、私は言葉が見

つからず、患者の気持ちを分かろう、受け止めようと患

者の体をさすりながら側にいた。逃げないで向き合うこ

とが援助になっていると思う。」「患者の辛い思いに言葉

で応えなくても、患者の側にいて心から向き合うこと

で、お互いの心が通じ合える事が分かった。」「言葉を発

しなくても、患者の気持ちを受け止め分かろうとするこ

と」などが、〈患者・家族の思いに寄り添い向き合う存

在〉であること。また「患者は、いつも人との関わりを

求めていた。これは側にいることで、死に対する不安や

痛みを和らげており、終末期患者にとって側にいること

が、ケアであると分かった。」「看護師が、ベッドの側で

患者や家族と共に過ごす空間や時間」が〈不安や痛みを

軽減する存在〉になっていることを学んでいた。

　【余命を有意義に過ごすための援助】では、「患者は、

告知を受け入れ、残りの人生を在宅で過ごす事を選択し

た。告知することで、病名・余命を正確に理解し、自分

で納得した生き方を選択することが出来、悔いが残らな

い。」「患者自身が、自己の限りある生命の時間を納得し

て生きていく」ためには〈告知の必要性〉が、不可欠

であり、「今ある時間を意味のあるものにするために患

者が、良く聞いていた曲を準備し、患者・家族と一緒に

聞き、病室が和やかになった。」「僅かに残された時間を

患者・家族が、どのように過ごそうとしているのかを理

解し、それに応じた援助が必要と分かった」。看護師は、

〈患者・家族が望む日々の過ごし方への援助〉を行うこ

とで、「残された僅かな時間を意味あるものにすること

ができる。」と学んでいた。

　【尊厳を最期まで維持する援助】では、「患者の苦痛は

寂しさ、顔貌の変化や死と向き合う思いなど、精神面か

らの影響も大きく受けている。」「患者に関心をもち、苦

痛を共に分かろうとする姿勢で援助を行う事で患者は、

大切にされていると感じると思う。」「日々患者と関わる

ことで患者は、常に死と向き合っているということが分

かった。患者に常に関心をもち、その思いを分かろうと

する姿勢が援助になる。」など、〈患者の思いや苦痛に共

感・寄り添う援助〉の必要性、また「動くと目眩がする

ので、全面介助で清潔ケアを実施した。しかし患者は、

出来る限り自分で動かそうとしていた。日常生活を自分

の力で行い、自分らしさを失わずに人生の終焉を迎えた

いという思いが伝わってきた」「患者の残存能力を察知

し引き出す事が、その人らしい援助に繋がることが分

かった。」など、〈残存能力を生かしその人らしさを尊重

した援助〉について学んでいた。そして「患者の思いを

考え、臭気が強くなってもマスクを装着しないで、疎遠

になった家族への思いなどを受け止めようと関わりを重

ねた。これは、患者が大切なかけがえのない存在と認識

する援助になると思う。」など、〈患者の意思や存在を尊

重した関わり〉の必要性を学んでいた。

　【悲嘆のプロセスを辿るための援助】では、受け持っ

た患者が、「徐々に意識の低下や下顎呼吸などを呈し、

その過程でどんな援助をすれば良いのか。」と戸惑いな

がらも、〈瀕死患者の身体的変化や家族の心理的状況の

理解〉を体験し、「瀕死時の家族の揺れ動く心情には、

生前からの患者との関係性が大きく影響している。」と

いうことを見出すとともに、「看護師は、患者の状態か

ら死を察し、会わせたい人に連絡をしてくださいと家族

に伝えていた。」など、看護師が実施しているケアを通

して、瀕死場面における患者・家族に対する援助の在り

方を学んでいた。また終末期患者に付き添い、向き合っ

ている家族の思いは、「患者の生と死の狭間で常に揺れ
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動き、不安定な状況にある。」ということが分かり、「家

族の思いを受け止め、家族のこれまでの介護を肯定し、

認め労うことは、家族が悔いを残さないための死別へ

の援助に繋がると思う。」など、家族の思いを受け止め

る〈瀕死時の傾聴・共感の姿勢〉が、必要であるという

ことを学んでいた。さらに「看護師は、患者の反応が無

くても触覚や聴覚は、最期まで残っていることを家族に

伝え、側にいることを実感出来るように指導していた。」

「戸惑っている家族に、最期まで満足出来る関わりを提

供することが、死別への心の準備になる援助と分かっ

た。」「家族が、瀕死状態にある患者の手を握り側にいる

こと。」「看護師が、家族に腫れている足をマッサージし

ましょうと声をかけ、家族と共にマッサージをしてい

た」ことなどが、〈死別への心の準備への援助〉の一助

になっているということを見出していた。

　【死生観の振り返り】では、学生自身が、今までの人

生の中で体験してきた「家族の死やペットの死」を振

り返ると同時に、自己の死について考える機会となり、

「自分が、死ぬことで何が不安か」と考え、「家族・友人

などの繋がりが絶たれる辛さ、やりたい事を残して死ぬ

悔しさ、自己の存在が無くなる孤独感など、考えられ

る。」「死は自分の全てが無くなる」など、〈喪失感を抱

く死〉、また「今まで死について考える機会もなかった

し、また漠然とした恐怖感や不安感があったため、出来

るだけ考えないようにしていた自分があった。」など、

〈死を回避していた自己〉を見つめ、「何故、回避してい

たのか」という、その理由を考える機会にもなってい

た。また「自分も死に向かって生きている人間であり、

死を考えることで生に悔いが残らないように、自分の人

生で最も意味あることは何か、私なりの生き方を見出し

ていきたい。」「自分は何をして生きたいのか。」など、

自分の生き方を模索し、〈死は生きることと表裏一体〉

であること、さらに「看護師自身が、死への恐怖感をも

つことで、勇気をもって患者と話すこともままならない

事態が生じる可能性」があり、「患者と真摯に対峙する

ことができなくなる。」など、〈看護師が死生観をもつ意

義〉について学んでいた。

　【看護の振り返り】では、「患者は、余命について未告

知であり家族も告知を望んでいなかったので、患者の症

状のみに集中してしまい、無意識に精神的な苦痛を見逃

していた。」など、「症状コントロールや患者・家族の

ニーズに応える援助のみに焦点を当てていた」ことに気

づき、〈患者の死への思いや家族の思いの理解不足〉で

あったことを振り返っていた。また一方で、「受け持ち

患者の瀕死期や死後のケアを体験したり、日々の患者・

家族の関わりを通して、今何を必要としているのかを一

生懸命考えながら実習に取り組んだ。」とする〈患者・

家族の思いを考慮したケアの実施〉を行っていたこと、

そしてそれらの思いに沿ったケアを提供していくために

は、どんなに〈小さな訴えにも傾聴・共感する姿勢の大

切さ〉を実感していた。

Ⅳ．考　察

  緩和ケア病棟に入院している終末期患者の看護実習を

行った学生の終了時レポート「実習を通しての死生観・

看護観」をもとに、学習内容を明らかにした結果、７カ

テゴリーの学びが抽出された。Jean Lきgがonら７）は緩

和ケアの目的が、孤独や病気の進行に伴う不安や恐れを

癒し、可能なかぎり死を尊厳あるものとし、死別を体験

する人を支援することにより、可能なかぎり長く安楽に

身体的な症状を緩和し、病を癒し自立を維持することと

述べているように、学生が見出した７カテゴリーの学び

は、この緩和ケアの目的に沿った内容と言える。つまり

終末期看護の対象である患者・家族が、どのような身体

的・心理的状況にあるのかということを〈孤独に耐え癒

し・温かさを求めている〉、〈患者の全てを支配しその人

らしさが失われる疼痛〉という【終末期患者・家族の

理解】をこのような内容で捉え、自己の存在価値とし

て〈不安や痛みを軽減する存在〉とする【患者・家族の

側にいることの意味】を見出していた。その上で死別を

体験する患者・家族の必要とする看護は、【余命を有意

義に過ごすための援助】、〈残存能力を生かしその人らし

さを尊重した援助〉とした【尊厳を最期まで維持する援

助】、【悲嘆のプロセスを辿るための援助】とする学びの

内容である。さらにこの実習での受け持ち患者を通し

て、今まで構築していた自己の【死生観の振り返り】や

【看護の振り返り】の機会にもなっており、終末期看護

の学びを深めることができた有意義な実習であったと考

える。

　学生は、実習初期の段階では病棟に慣れていないとい

う環境要因による緊張感に加え、終末期患者を受け持つ

ということで、死の話題を避けられないという不安が強

い時期８）であり、患者・家族に何ができるのだろうか

と、訪室することに戸惑いを感じながら実習に臨んでい

たと思われる。しかし、学生は、このような揺らぐ心理

状態にありながらも看護師が行う日々のケアを共に参加

したり、カンファレンスなどで一つ一つの場面の振り返

りを行うことで、徐々にそのケアが、患者・家族にどの

ような意味をもたらすのか、患者・家族が表現する言動
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にどのような意味をもつのかなど、その現象の一つ一つ

を丁寧に拾い上げて、意味を見出そうとしていた。

　「背中をさすってほしい、安心する。」などの患者の発

言から、終末期患者・家族の置かれている状況を理解

し、〈孤独に耐え癒し・温かさを求めている終末期患者〉

と捉え、〈患者の全てを支配しその人らしさが失われる

疼痛〉、〈最期まで希望を見出し生きる患者・家族〉と理

解していた。

　高橋ら９）は、ターミナルケア実習を行った看護学生

の日々の実習記録から、がん性疼痛など患者の身体面の

苦痛やその管理についての学びが弱かったと述べている

が、今回の研究では、終末期にある患者の疼痛やそれに

関連した苦痛に関心を寄せ、終末期患者の痛みと症状の

コントロールは、安寧の感覚を得るうえで必要不可欠で

ある ６５）と言われているように、患者の痛みの症状は全

てを支配し、痛みを保証しないとその人らしい生を全う

出来ないということを学んでいた。これらは、学生が

日々終末期患者・家族に関心を寄せ、彼らの置かれてい

る状況を生身に感じることが出来た結果と考えられる。

　このように【終末期患者・家族の理解】ができること

で、さらに終末期にある【患者・家族の側にいることの

意味】を導き出していた。これらは、Jean Lきgがon６６）

らが、全身全霊をかけてクライエントと共にいることは

ケアリングの根本であり、クライエントを気づかう態度

を維持し続けるナースが、自分自身を惜しみなく差し出

すことと述べているように、学生は、感受性を研ぎ澄ま

せて患者・家族と真摯に向き合い、何か言葉をかけなく

てはという思いや、何か援助をしなくてはという思いで

はなく、患者・家族の今の思いに如何に寄り添うことが

できるのかという、ケアリングの根本の学びと考える。

　またこの学びは、名倉ら ６７）の学生が、自己を中心と

して考えていたことから、患者の視点に転換させた結果

の学びであり、【患者の残された貴重な時間に一緒にい

ることで患者のことがわかる】という内容と類似する学

びと考えられる。

　これらの学びを見出していくために教員は、まず学生

の揺らぐ思いを常に受け止めそれにタイムリーに応えて

いく支援や、実習初期の段階からカンファレンスなどで

一つ一つの場面の振り返りの機会をつくり、終末期患者

の置かれている状況の理解を促し、モデルとなる看護師

の実践するケアや患者・家族が示す言動に関心を向け

て、それらの意味を考えることができるように導いてい

くことが必要であると考える。

　終末期にある患者・家族の置かれている状況を理解す

ることで、患者・家族が、どのような援助を看護者に求

めているのかが分かるようになり、【余命を有意義に過

ごすための援助】を導き出していた。この見出された学

びは、受け持ち患者が、自己の人生の制約された時間を

どのように過ごすのか、個人の有意義な過ごし方を意思

決定していく前提に、〈告知の必要性〉があるという学

びである。

　柏木 ６８）が、終末期患者の生を支えるということは、

その人がその人らしい生を全うするのを援助することと

述べているように、患者が、自分の残された時間を客

観的に捉え、やり残していると思っていることをやり遂

げる時間の保証が必要と学んでいると考えられる。しか

し、告知に対する価値の重みは、患者によって違ってお

り、患者自身が告知を望んでいない場合についても生を

支える援助の在り方を考える機会がもてるように、導い

ていくことも必要と思われる。

　瀬川ら ６９）は、終末期看護実習では、その人らしさを

尊重した援助を具体的に実施すること、尊厳ある行動を

可能にするための環境を整えることが、患者にとっての

尊厳性を保てる援助につながると述べているように、本

研究でも同じように、【尊厳を最期まで維持する援助】

として、〈患者の思いや苦痛に共感・寄り添う援助〉、

〈残存能力を生かしその人らしさを尊重した援助〉、〈患

者の意思や存在を尊重した関わり〉の３つのサブカテゴ

リーを見出していた。

　これらの学びは、患者・家族の尊厳を保証した援助の

実際の学びであり、人間の尊厳は、患者個人の存在を認

め、意思を尊重すること、つまり人が人として尊厳を

もって生きるのに必要な条件の一つである自由な自己決

定 ６5）であり、これを保証することでその人の存在その

ものを尊重した看護となり、これは看護の本質の学びと

考える。これらの学びは、終末期患者・家族の置かれて

いる状況を自分に引き寄せ、患者・家族の視点から理解

することで得られた学びと思われる。

　今回の実習で、看取りを体験した３名の学生は、【悲

嘆のプロセスを辿るための援助】として、徐々に死に向

かっていく〈瀕死患者の身体的変化や家族の心理的状況

の理解〉、〈瀕死時の傾聴・共感の姿勢〉、〈死別への心の

準備への援助〉の必要性について学んでいた。これら

は、瀕死状態にある受け持ち患者が、時間と共に徐々に

死に近づいていく様相を見守りながら、家族が少しでも

悔いの残らない死別への心の準備になるような援助を考

え、実施した結果の学びと考える。これらの援助を実践

していく上で、〈瀕死時の傾聴・共感の姿勢〉は、死に

行く患者・家族の思いを受け止め、それに沿ったケアを

提供していくための必要不可欠な構成要素の一つであ
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り、患者・家族を理解していくための基盤になっている

と思われる。

　終末期にある患者・家族との関わりを通して、今まで

抱いていた【死生観の振り返り】を行い、死を〈喪失感

を抱く死〉と捉えながらも今まで〈死を回避していた自

己〉を見つめ直すことで、〈死は生きることと表裏一体〉

であること、さらに〈看護師が死生観をもつ意義〉につ

いての学びを見出していた。

　鹿村 ６6）は、死生観は死の知識や経験を自己の中で思

慮し、深めていくことにより形成されていくと述べてい

るように、今回の実習終了時の課題である「実習を通し

ての死生観・看護観」のレポートに取り組むことで、自

己の死生観を深化させていく一つの機会となり、このこ

とが終末期看護の実践に繋がっていくと考えられる。

　また【死生観の振り返り】と同様に、自己が取り組ん

だ【看護の振り返り】を行い、〈患者の死への思いや家

族の思いの理解不足〉に気付き、また一方では〈患者・

家族の思いを考慮したケアの実施〉や〈小さな訴えにも

傾聴・共感する姿勢の大切さ〉を学んでいた。鹿村 ６7）

は、学生が死に逝く患者の思いへの共感やQOLを高め

ようとする看護ケアへの姿勢を有していると述べている

ように、これらの学びは、今後の終末期看護の実践を支

える礎になると考える。

Ⅴ．結　論

　看護学生の緩和ケア病棟における実習での学びは、

【終末期患者・家族の理解】、【患者・家族の側にいるこ

との意味】、【余命を有意義に過ごすための援助】、【尊厳

を最期まで維持する援助】、【悲嘆のプロセスを辿るため

の援助】、【死生観の振り返り】、【看護の振り返り】の7

カテゴリーで構成されていた。

　実習初期の段階では、終末期患者・家族に何ができる

のかと訪室することに戸惑いを感じながら実習に臨んで

いた。しかし、揺らぐ心の支援を教員や指導者から受

け、モデルとなる看護師のケア場面に参加したり、カン

ファレンスなどで一つ一つの場面の振り返りを行うこと

で、徐々にそのケアの意味や患者・家族の示す言動の意

味を見出し、終末期看護の学びを深める機会になったと

考える。

　今後の課題としては、これらの結果を踏まえ学生の学

びをさらに詳細にしていくためには、研究対象者数を増

やすと伴に学生の学びの内容と実習目標の到達度との関

連性についても検討していく必要がある。

表１　緩和ケア病棟での実習の学び

カテゴリー サブカテゴリー

【終末期患者・家族の理解】
〈孤独に耐え癒し・温かさを求めている終末期患者〉
〈患者の全てを支配しその人らしさが失われる疼痛〉
〈最期まで希望を見出し生きる患者・家族〉

【患者・家族の側にいることの意味】
〈患者・家族の思いに寄り添い向き合う存在〉〈不安や
痛みを軽減する存在〉

【余命を有意義に過ごすための援助】
〈告知の必要性〉〈患者・家族が望む日々の過ごし方へ
の援助〉

【尊厳を最期まで維持する援助】
〈患者の思いや苦痛に共感・寄り添う援助〉〈残存能力
を生かしその人らしさを尊重した援助〉〈患者の意思
や存在を尊重した関わり〉

【悲嘆のプロセスを辿るための援助】
〈瀕死患者の身体的変化やそれに伴う家族の心理的状
況に対応した援助〉〈瀕死時の傾聴・共感の姿勢〉〈死
別への心の準備への援助〉

【死生観の振り返り】
〈喪失感を抱く死〉〈死を回避していた自己〉〈死は生
きることと表裏一体〉〈看護師が死生観をもつ意義〉　

【看護の振り返り】
〈患者の死への思いや家族の思いの理
解不足〉〈患者・家族の思いを考慮したケアの実施〉

〈小さな訴えにも傾聴・共感する姿勢の大切さ〉
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Palliative Caおe Unit Leaおning Among Student Nuおかeか 

thおough Clinical Pおactice:

An Analyかiか of Theiお Concept on Life１ Death and Nuおかing 

１）Facきlがけ of Healがh and Nきおかing Science１ Kanかai Medical Uniぎeおかiがけ

２）Scchool of Healがh and Nきおかing Science１ Wakaけama Medical Uniぎeおかiがけ

３）Facきlがけ of Healがh Science１ Kio Uniぎeおかiがけ

４）Facきlがけ of Nきおかing Science１ Moおinomiけa Medical Uniぎeおかiがけ

Chiけoko Ueda １）　Iがきけo Ueda ２）　Hきmi Haがano ３）　Yoおko Sきmiがa ４）　Maかako Yamagきがi ２）

Yきkiko Sakamoがo ２）　Keiko Ikeda ２）　Aかami Tかきげi ２）　Yきkiko Sきげきki ２）

Abかtおact

　The pきおpoかe of がhiか かがきdけ iか がo claおifけ がhe leaおning conがenが３ Theかe conclきかionか くeおe baかed on おepoおがか おegaおding 

“concepが on life １deaがh１ and nきおかing がhおoきgh clinical pおacがice” fおom ６5 かがきdenがか くho きndeおくenが clinical pおacがice in 

がhe palliaがiぎe caおe きniが３ A がoがal of ７６6 かがaがemenがか１ on 75A９２かiげed pageか１ deかcおibing leaおning conがenが くeおe きかed foお 

analけかiか３

　The おeかきlがか くeおe claかかiでed inがo かeぎen caがegoおieか aか folloくか: きndeおかがanding がeおminal canceおpaがienがか aか くell aか がheiお 

familieか; being かきppoおがiぎe ofがhe familけ４paがienが; help paがienがか がo paかか がhe おemaindeおof がheiお liぎeか in a meaningfきl 

くaけ; help mainがain がhe paがienがしか digniがけ がo がhe end; being かきppoおがiぎe くhen a paがienが４familけ iか going がhおoきgh がhe 

gおief pおoceかか; concepが on life and deaがh; and おeとecがing on nきおかing３ In がhe eaおlけ かがage of pおacがical leaおning１ かがきdenがか 

くeおe confきかed aboきが hoく がo inがeおacが くiがh がeおminal canceお paがienがか and がheiお familieか３ Hoくeぎeお１ bけ paおがicipaがing 

in caおe model かがきdieか and inがeおacがiぎe おole２plaけing in difeおenが かimきlaがed かiがきaがionか１ がhe かがきdenが nきおかeか gおadきallけ 

diかcoぎeおed がhe meaning of palliaがiぎe caおe and hoく がo がake caおe of paがienがか and がheiお familieか３ Thiか cおeaがed an 

oppoおがきniがけ がo deepen がheiお きndeおかがanding of caおe of がeおminal canceお paがienがか３

Keywoおdか：nきおかing かがきdenが１ palliaがiぎe caおe きniが１ がeおminal caおe clinical pおacがice１ leaおning
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原　　著

補瀉が生む「気」に対する一考察

王　財源

関西医療大学保健医療学部鍼灸学科自然科学ユニット

要　旨

　中国古来よりの鍼治療の魅力に、「気」を生むことが重要な概念の一つとして捉えられている。しかしながら、「気」に

ついては文献学的、哲学的にも未だ不明瞭な点が多く、十分な理解が日本では行われていない現状に在り、東洋医学教育

においても反映されていない。そこで臨床家の立場より「気」の捉え方について考察した。その結果、点、線、面よりの

特徴を考慮して刺激方法の選択を行うことが望ましいことが示唆された。

キーワード：気　　経穴 　点　　線　　面

Ⅰ．序　論

　日本でも中国においても、伝統医学を用いて鍼灸手技

を人体に与える場合、そこには人体に脈打つ「気」の存

在を如何にして捉えるかが手技を論じる上で重要な課題

であろう。

　この「気」というものに対する概念は、本来、教育課

程の中で多くの文献や、それを軸足にした臨床経験を積

み重ねた治療家などを介して初学者に伝えられなければ

ならないはずであるが、しかし、「気」についての概念

は現在の教育システムでは十分な理解が行われていない

現状にある。

　何故ならば「気」は哲学、人文学などの学識経験者を

通じて広く研究が進められているが、実際の鍼灸教育現

場ではとり扱われていないことが多いようである。しか

し、中国文学や中国哲学の研究者にとって「気」は多く

の研究テーマを秘めた宝庫であり、現在でも「気」にお

ける研究論議１）が行われている。そこで歴史的な「気」

の基本的な概略を述べ、筆者の鍼灸治療における補瀉に

ついて論じる。なお、教科書上の補瀉については、多く

の治療家に委ねて本章では省略するので成書を参照され

たし。

Ⅱ．本　論

１．人類永遠の遺産「気」

　中国湖南省長沙の馬王堆の三号墓より、６97８年６７

月に保存状態のよい貴夫人のミイラ２）が出土し学界

を震撼させた３）。また、漆の木箱から、絹に書かれ

た文書（帛書）が発見されたことは誰しもが知るとこ

ろである。この帛書の中には、全部で十二万文字以上

あるという。具体的には哲学書や歴史、また天文学や

軍事、宗教、建築学、芸術、農業や医薬などの文献が

そこにねむっていたのである。

　そのなかでもひときわ目立つのが６９種類の医学書

であり、帛書全体の三分の一の割合を占める。このこ

とは古代人が身体健康の養生法や長寿について関心が

高かったことを知る手懸かりともなった４）。とりわ

け医書『五十二病方』 ５）の出土は、『黄帝内経』より

古いと言われる医学書で、古代の灸や鍼、また、薬草

を用いた治療方法が存在していたことが物語られた。

注目すべきは『養生方』 ６）『天下至道談』『十問』 ７）

『胎産書』 ８）等々は、養生と医術の著作物として、当

時の養生延命を知るためのバイブルでもある。

　そのなかでも『導引図』 ９）は長さ１m、高さ5５㎝、

図の中には４例に並んだ９９人の男女が画かれ、熊や

虎、猿や鳥などの姿を真似た者や、棒や皿などを使っ

て運動している者たちの姿が確認された。また、後に

発見された張家山遺跡では「導引」のやり方をより
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具体的に記した『引書』 ６５）文献が発見され（張家山

二四七号漢墓竹簡整理小組『張家山漢墓竹簡』文物出

版社、７５５６年を参照）、「気」の概念と先人の養生に

対する考え方が色濃く網羅されていた。

　じつはそこに息づく「養生」や「気」というキー

ワードこそが今日の日本、中国、韓国の伝統医学の礎

を築いた。先人の「気」に対する深き思索は、多くの

文献よりも読み取ることができる ６６）。

　たとえば『礼記』の「気」の表現には生気、心気、

魂気、知気、秀気、玉気、養気、和気、盛気、志気、

天気、地気、寒気、陽気、陰気、穀気、春気、秋気、

鬱気、下気、気体、血気、剛気、柔気、順気、逆気、

神気、邪気、仁気、義気などがみえ、『呂氏春秋』の

「生気」には血気、生気、志気、邪気、意気などがあ

り、「自然の気」には陽気、陰気、春気、殺気と分類

され、『管子』の「生気」には血気、意気、心気、民

気、悪気、怨思之気、愛気、逆気、離気、霊気、和

気、雲気があり、「自然の気」には天地之気、天気、

地気、陽気、陰気、六気、燥気、湿気、風気、雲気、

賊気、邪気、霧気、和気、坦気に分類され、『淮南子』

の「生気」には血気、生気、志気、邪気、怨思之気、

人気、正気、元気、気力、気勢があり、「自然の気」

には天地之気、天気、地気、陰陽之気、陽気、陰気、

春気、燥気、湿気、風気、雲気、山気、林気、木気、

石気、谷気、丘気、蒸気、暑気、五行気、正土気に分

類されていた。

　また、それ以降の多くの文献をみても「気」が古

来より民間人の中に深く溶け込んでいることがわか

る。一方、日本では「気」という用語を辞書で検索す

ると「万物を生成する根源」「生命の保存力」「たま

しひ。せいしん」（『広辞林』６9７5年）。「漢方では血

とともに体内の経絡を循行する生命力の根源とされる

もの。無形であるが、有形の血と一体となって生理機

能全般をつかさどるとされている」。（『大辞林』第二

版６995年）。『中国思想辞典』（日原利国編著、研文出

版、６99７年）には“中国固有の唯物論的な思想は孟

子に初見。「志」に対して「気」とよばれているもの

は、「体之充」の表現から明らかに物質的実在。この

規定は以後の思想・哲学史を通じて不変。”と、古来

より「気」が唯心論ではなく唯物論としての解釈が加

えられていた点は興味深い。

　また、西洋では「気」に対する訳語として異なった

解釈で訳されている。福井文雅氏によれば ６７）、ドイ

ツ語訳ではWiおkきn｢かkおafが「活動力、影響力」また、

Lebenかkおafが「生命力」（ヘルムート・ヴィヘルム訳）、

フランス語訳ではAiお aがmoかp｣eおiqきe（地球上の大

気）、 eかpおiがか viがaきぐ（精気）、 vi｢きeきお（力強さ、努力）、

eneお｢ie（エネルギー）が文献上においてみられる。

（『中国古典語仏訳辞典』F３S３ Coき２vおeきお１ Dicがionnaiおe 

claかかiqきe de la lan｢きe c｣inoiかe１ ８ediがion１ ６9６６が あ

る）、英語訳ではbおeaが｣１ aiお１ vapoきお１ かがおeam; viがal 

ときid１ がempeおaがきおe１ eneお｢け;an｢eお（この英訳はライ

オネル・ジャイルスとフランス語訳クーヴラールの

訳語を参考に出したもの）、 eが｣eお１ maがeおial foおce等

がある。「気」の英訳として一般にもちいられるのが

eが｣eお１ maがeおial foおceの２つである。

　これらのことから考えても「気」に対する概念が国

際的にも普及していたとの認識から、「気」という東

洋の遺産をより広く発信すべきで震源地にする必要が

あろう。

２．臨床家の中の「気」

　「気」の流れについてはすでに『呂氏春秋』尽数篇

に「流れる水が腐らず、戸の枢が虫に食われることが

ないのは、動いているからだ。（人の）形体と気もま

た同様である。形体が動かなければ精気は流れず、精

気が流れないと気は鬱滞する」との一節がある。そこ

には「気」が流れるための脈道、すなわち経絡流注の

存在がみえる。

　鍼灸は患者の病態についての把握が的確でなくては

ならない。四診でみえる症状の変化によって、はじめ

て鍼灸の補瀉法を用いるのだ。先にも述べたが「気」

は決して医学のみに限ったものではなく、民衆の暮ら

しの中で生き続け、明代には鍼灸手技や治療時の処方

穴が載る歌賦までが著され、現在、古典治療として広

く教育や臨床に活用されている。

　ここで重要なことは、治療家が感じとる「気」すな

わち得気と、鍼具の操作のみで「気」を動かすことと

は区別して置かなければならないのだ。得気は主に患

者と術者との間で発生する同期のようなもので、各々

の臨床家の熟練度や経験が同期能力の大小と関わる。

したがって臨床家が鍼先に意識を集中させたとき、初

めて得気の体験が始まるであろう。

　故に「気」の流れを捉えて鍼灸手技を操作すること

が、身体の症状を緩和させる重要な手がかりともな

る。このことが『難経・七十六難』に明確に記されて

いる。それは

「何をか補瀉と謂う。当に補うべきの時、何れの所

より気を取るや。当に瀉すべきの時、何より気を置

くや」（何謂補瀉。当補之時、何所取気。当瀉之時、
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何所置気）。

　また、『難経・七十八難』

「針に補瀉がありとは、何の謂ぞや。然り。補瀉の

法は、必ずしも呼吸出内の針にあらざるなり。針を

なすことを知るものは、其の左を信じ、針をなすこ

とを知らざる者は、其の右を信ず、刺し時にあたり

ては、先ず左手を以って針する所の榮・兪の処を厭

按して、弾いてこれを努まし、爪してこれを下す、

其の気の来ること、動脈の状の如く、針を順にして

これを刺す、気を得て因って推しこれを内る、これ

を補と謂う、動じてこれを伸す、是れを瀉と謂う。

気を得ずんば、乃ちあたうるに男は外にし、女は内

にす。気を得ずんば、これを十死不治と謂うなり」

（針有補瀉、何謂う也。然。補瀉之法、非必呼吸出

内針也。知為針者、信其左、不知為針者、信其右、

当刺之時、先以左手厭按所針榮兪之処、弾而努之、

爪而下之、其気之来、如動脉之状、順針而刺之、得

気因推而内之、是謂補、動而伸之、是謂瀉。不得

気、乃与男外女内。不得気、是為十死不治也）

とある。ここで『難経』における補瀉について法則が

載る。つまり、得気の操作法と治療効果とは深く繋が

りがあることがここではみえる。

３．点と線と面で揺れ行く「気」

　『黄帝内経・霊枢』「小鍼解第三」に

“刺の微は數遲に在りとは、徐疾の意なり。麤は關

を守るとは、四肢を守りて血氣正邪の徃來を知らざ

るなり。上は機を守るとは、気を守るを知るなり。

（刺之微者數遲者、徐疾之意也。麤守關者、守四肢

而不知血氣正邪之徃來也。上守機者、知守氣也）”

とある。現代語訳 ６８）によると“刺の微は數遲に在

り”とは、鍼の刺す速度の技術を掌握すべきという。

“麤は關を守る”とは、技術の未熟な医家は、ただ四

肢の腧穴のみを気に掛けているばかりで、血気の虚実

と、正邪の進退の状況を知らない、“上は機を守る”

とは、高度な技術を持つ医家は、気機の変化を掌握し

ているという。ここには経穴への刺激よりも気血の虚

実を知り、鍼を刺す伝統医学的な法則性が解かれてい

る。「気」は“体感”するものであるから、人が人に

のみ触れ合った時のなかで始めて生じる現象なのかも

知れない。

　「気」が容易に視覚で確認できるといった文献は私

の知る限りでは未だ少ない。中国書を専門的に取り扱

う書店で、時たま経絡現象を視覚で捉えたものが書籍

として店頭に僅かながら並んでいるくらいである。し

たがって機械的な操作のみで「気」を動かすことは容

易なことでもなく、いわゆる“「気」が利かない”と

いうことになるであろう。

　つまり、人が人を真摯に治療する姿勢構えの中で生

じる現象だと思われる。これら「気」を動かすポイン

トには、点である経穴と線とする経絡と、藏府、気血

の反応を投影する鏡、つまり面の存在があるように思

われる。点、線、面は反応点として体表面にも出現す

る。

　点と線は『黄帝内経・霊枢』「本輸編第二」 ６９）「経

脈編第十」 ６5）「経別編第十一」「経水編第十二」 ６6）「経

筋編第十三」 ６7）にみえ、面は『重廣補注黃帝內經素

問卷第十五』「皮部論篇第五十六」

“黃帝問曰、余聞皮 ６8）有分部、脉有經紀、筋有結

絡、骨有度量。其所生病各異。別其分部、左右上

下、陰陽所在、病之始終、願聞其道。岐伯對曰、欲

知皮部、以經脉爲紀者。諸經皆然（黄帝が問う。

「私は皮膚の上に十二経脈にそれぞれ分かれて属す

る部位があること、脈絡の分布に縦行と横行との別

があること、筋に結び目とつながりがあること、骨

に大小長短があること、その生ずる疾病がそれぞれ

同じでないことを聞いている。今、皮膚の分布の上

で、左右上下、陰陽の所在を区別し、疾病の始まり

と予後に及びたい。こうした道理についてどうか聞

かせてほしい。」岐伯が答える「皮膚の分布につい

て知ろうとするならば、経脈の循行部位をその手

掛かりとする。どの経もみな同じです。」石田秀美

訳）”

と、十二経絡と体表面の皮膚との関係について論述さ

れている。

　とりわけ面については体内の反応が投影されるとい

うことが『霊枢・陰陽二十五人篇』にも

「足太陽之上、血気盛則美眉、眉有毫毛、血多気少

則悪眉、面多少理、血少気多則面多肉、血気和則美

色（上部を循行する足の太陽経脈、血気が充足して

いれば、眉毛は麗しく長く、眉の中に毫毛が生えて

くる。血が多くて気が少なければ、眉毛は枯れて憔

悴し、顔に細やかなシワが多く現れる。血が少なく

気が多ければ、顔面部の肌肉は豊満である。気血が

調和していれば、顔面がきれいになる）」

と、経絡気血の働きが体表面に現れることが記されて

いる。

　すなわち、経絡気血を動かすことを目的に鍼手技を

行うことで、人体の生理的な働きに影響を与えて症状

を改善させる。そこで具体的な面と線や点の刺激によ
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る補瀉について述べる。

　先ず、瀉法については、線の刺激は、地中深く張り

巡らされた縦や横に縦横無尽に走る電線のようなもの

で、深部刺激を主とすることから刺入時の鍼は筋膜を

貫通させ、紡錘筋の内部に鍼を進めて鍼の響きを出

す。この鍼の響きで「気」の循環を促す。

　点の刺激には二種類ある。一つは経穴に深く刺入し

て、単式手技を繰り返し行う方法である。透天涼や焼

山火などの複式手法も点の刺激を繰り返して行うこと

で、血流や皮膚温などに変化を引き起こしている。金

鍼賦に載る手技は明らかに「気」の操作によるもの

で、複数の手技を同時に行うために、熟練された技術

が必要となる。

　もう一つの点刺激は、経穴上の皮膚の表面を鍉鍼や

毫鍼の先端部だけを用いて、チカチカと刺激を加え

て、体内にまで鍼を刺入しない接触鍼法である。

　次に、面としての刺激は、針管を使用しない、刺入

切皮時に皮膚面上に放散状の針感を引き出す方法であ

る。面の刺激は先に掲げた接触型点刺激による方法も

含まれるので、点と面、点と線の刺激を巧みに操りな

がら臨床を行っている（表１）。

表１．点・線・面による補瀉手技

補　法 瀉　法

鍼の大小 細め 太め

鍼の種類 毫鍼、鍉鍼、圓鍼 毫鍼、長鍼、大鍼

刺入深度 皮膚に按圧接触・切皮 体内に刺入・深部

刺入の部位 浅く 深く

刺激の対象 皮膚表面 筋　脈

刺激の特徴 放散状→面と線 ピンポイント→点と線

置鍼の程度 置鍼・短い 置鍼・長い

置鍼の特徴 不栄則痛を改善 不通則痛を改善

Ⅲ．結　論

　『黄帝内経』をみると“刺血絡” ６9）という文字が「霊

枢・血絡論」の中にみえる。故に古代中国では鋭利な砭

石を用いた瀉血治療が普及していたようだ。つまり、鍼

灸治療の目的の１には閉塞した気の流れを開放するこ

とにあるようだ。それが「痹証」 ７５）という病証であり、

鍼灸臨床の対象となる疾患である。これは ｢気｣ の流

れが詰まるために筋脈に営養が行き渡らない、或いは、

「気」の閉塞によって生じた気滞による局所の病などで

ある。すなわち、行気、導気、順気という「気」の循環

障害が、外感六淫と重なり合って病を起こすため、経気

のめぐりを促すためにの疏通を目的とした瀉法を中心に

治療が行われていた。

　ところが病状によっては経験的に症状を悪化させるこ

とから、強い瀉法刺激より軽微な補法刺激が求められる

ようになった。それが「九鍼十二原篇第一」をみえる

“余毒薬を破らしむることなく、砭
●

石
●

を用いることな

からしめんと欲し、微
○

鍼
○

を以て其の経脈を通じ、其の

血気を調え、其の逆順出入の会を営ましめんと欲す

（余欲勿使被毒薬、無用砭石、欲以微鍼通其経脈、調

其血気、営其逆順出入之会）”

と明確に砭石と微鍼が区別されていたことがわかる ７６）。

　即ち、時代の移り変わりが砭石より微鍼へと移行され

始めたのである。附言しておくと、ここでいう微鍼は現

代のような細い鍼を作る技術がなかった時代なので、微

鍼と言っても現在の筆者からみるとかなり太い鍼である

ことは間違いない。

　また、『黄帝針經・官針』と『黃帝素問靈樞經卷之二』

「官鍼第七」や『鍼灸甲乙経卷之五』 ７７）「九鍼九變十二

節五刺五邪第二」には

“凡そ刺の要は、官針最も妙なり。九針の宜しきは、

各々為す所あり。長短大小は、各々施す所あり（凡刺

之要、官針最妙。九鍼之宜、各有所爲、長短大小、各

有所施也、不得其用、病弗能移）”

と、鍼の使い方についての記載がみえる。

　これらのことより「気」の補法と瀉法については施術

の道具による補瀉と、得気による補瀉の両輪を扱うこと

によって、より高い治療効果が期待できるであろう。

注　釈

１）小野沢精一、福永光司、山井湧編『気の思想』東京大学

出版会６98８年を参照されたし。

２）前漢の恵帝二（紀元前６9８）年に軑候第二代に封ぜられた

利倉の男子を葬ったものて、文帝十二（紀元前６68）年に

死亡したと推定されている。丸山俊秋著『黄帝内経と中

国古代医学』６988年、６９6頁には、中国科学院考古研究所

「長沙馬王堆二、三号漢墓発掘簡報」『文物』、６97９年、第

七期よりの報告が載る。

３）朱淵清著、高木智見訳『中国出土文献の世界』創文社刊、

７５５6年６9６－７５8頁に載る。

４）『荘子』の養生説は「養生主編」と「達生編」に集中して

いる。

５）成立時期は明らかではない。医術と呪術が載る。

６）竹簡の養生方は房中術を中心とした養生書である。『漢

書』芸文志の房中家には『容成陰道』二十六巻、『務成子

陰道』三十六巻、『堯舜陰道』二十三巻、『黄帝三王養陽

方』二十巻など合計八種類の書名が著録されている。班

固撰、顔師古注『漢書』第六冊、中華書局、６778頁に載

る。
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７）十種の問答について記されている。具体的には黄帝より

岐伯（天師）、黄帝より大成、黄帝より曹熬、黄帝より容

成、堯より舜、王子巧父より彭祖、磐康より耈老、禹よ

り師葵、文執より斉の威王、王朝より秦の昭王。

８）『胎産書』という文字は帛の中に登場しないという大形徹

氏の指摘がある。

９）沈寿著『文物』所収の「西漢帛画『導引図』の解析」６98５

年、第九期と、周世栄著『馬王堆医書研究専刊』１、６98６

年に馬王堆出土『導引図』に対する詳しい論考が載る。

また、坂出祥伸「導引考―古代の養生術と医術のかかわ

り―」を所収した『池田末利博士古稀記念東洋学論集』

６98５年には、中国医学と導引の関係について載る。

６５）『引書』には長生養生の方法が具体的に掲げられ、その主

な目的が天地の「精気」を取り込むことにある。『荘子』

外編、刻意の中の長生法として“吹呴呼吸、吐故納新”

が行われていた。吹、呴、呼は吐く息で、吸は吸う息で

ある。吐故納新は古い気を吐き、新しい気を入れること

で健康状態を保とうとする腹式呼吸法である。漢の武帝

の時代に作られた「遷人掌」は甘露を受けるための承露

盤で、天の精気の結晶を集め、これを飲むと長生できる

としている。大形徹『魂のありか』角川書店、７５５７年６８6

－６８7頁を参照されたし。

６６）前掲。丸山俊秋著『黄帝内経と中国古代医学』６988年、

６56－６79頁に載る。

６７）福井文雅著『中国思想研究と現代』隆文館、６99６年、95

－６５8ら載る。

６８）石田秀美監訳『現代語訳・黄帝内経霊枢』東洋学術出版

社、７５５6年7５頁に所載される（松木きか訳）。

６９）『黄帝内經太素卷第十一』「気穴」に“岐伯曰、孫絡之脈

別經者其血盛而當寫者亦三百六十五脈並注於絡傳注十二

絡脈非獨十四絡脈也”と注釈に「十二皮部絡也」と載る。

６5）“禁脉之言、凡刺之理、經脉爲始、營其所行、制其度量、

內次五藏、外別六府（刺鍼して病を治す原理は、まず経

脈の仕組みを理解しなければならない。なぜならそれは

全身の気血が運行するルートであるし、その循行ルート

と長さには一定の標準があり、内では順を逐って五蔵と

相い連なり、外ではそれぞれ六府と相い通じている）”前

掲。『現代語訳・黄帝内経霊枢』所収の島田隆司訳の現代

語訳が６99頁に載る。

６6）“十二經水者、其有大小、深淺。廣狹、遠近各不同（人体

の十二経脈は、外界では地上を流れる十二条の河の流れ

に合致し、内部では五藏六府に連絡している。この十二

条の河流は、それぞれの大小、深浅、広狭、流れる距離

の長さなどが、みな異なっている）”前掲。『現代語訳・

黄帝内経霊枢』所収の勝田正泰訳が７7５頁に載る。ここに

みえる「条」は線として捉える。

６7）前掲。『現代語訳・黄帝内経霊枢』勝田正泰氏の現代語訳

の８５5頁の解説によると「十二経筋の特徴は、筋肉の間を

循環し、内蔵には走入しないことである。経筋の走向は

すべて四肢の末端に始まり頭部や体幹に終わる」と、こ

こで一本の線の流れの様な表現が用いられている。

６8）張景岳説「人の身体の皮膚外表には、上下前後各々の部

位がある」、馬蒔説「人の身体の皮部は、分かって各部位

とする」『現代語訳・黄帝内経素問』「皮部論編」７9６頁に

載る石田秀美氏の注釈を引用。

６9）前掲。『現代語訳・黄帝内経霊枢』前田繁樹訳「血絡論

編」5８6－5９６頁に載る。

７５）『中藏經卷第三』「論痺第三十三」“風痹、寒痹、濕痹、熱

痹、氣痹、又有筋肉血肉氣之五痹也”。

７６）「九鍼十二原篇第一」“余欲勿使被毒薬、無用砭石、欲以

微鍼通其経脈、調其血気、営其逆順出入之会”と、この

条文をみる限り、薬物と砭石の使用を控え、微鍼を用い

て経脈を通じさせ、気血を調和させることを本義に置く

ことを主張している点から考えても、砭石と微鍼は区別

すべきである。初期には砭石より始まり、後に微鍼へと

移り行くのである。

７７）山東中医学院校釈『鍼灸甲乙経校釈』人民衛生出版社、

６979年、6９8－6９9頁に載る。
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Original Research

Consideration to“Bu Xie” Have“Qi”

Zai｢en OH

Facきlがけ of Healが｣ Scienceか in Kanかai Univeおかiがけ of Healが｣ Scienceか

Abstract

　T｣e ancienが C｣ineかe people ｣ad が｣oき｢｣が がo ｣ave Qi くaか veおけ impoおがanが concepがか かince old C｣ineかe がimeか３ 

Hoくeveお１ p｣ilolo｢け and p｣iloかop｣icallけ aおe noが cleaお aboきが “Qi”３

People aおe noが enoき｢｣ きndeおかがand aboきが “Qi” in Japan１ かo an Oおienがal medical edきcaがion iか noが おeとecがed aboきが “Qi”３ 

T｣eおefoおe１ I がおied がo conかideお ｣oく がo caがc｣ aboきが “Qi” aか clinician’か vieく poinがか３ Aか a おeかきlが１ Iが iか adviかable foお けoき 

がo かelecが a かがimきlaがion meが｣od fおom feaがきおe of a poinが１ a line１ and a plane３

Keyword：Qi  Acきpoinがか　 poinが  line  plane
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原　　著

中医学における小腸の位置の古典的解釈

王　財源１）　　遠藤　宏２）　　中吉　隆之１）

１）関西医療大学保健医療学部鍼灸学科自然科学ユニット

２）関西医療大学保健医療学部鍼灸学科臨床医学ユニット

要　旨

　蔵府学説は歴代医家らの研究と治療経験の積み重ねにより集大成された伝統医学理論の骨格である。その特色の一つに

死体を用いずに、健康な人体を用いて解剖を行ない、体内の生理的な働きについて観察したことにある。しかしながら、

解剖と経穴の配当について未だ不明瞭な点が少なくはない。そこで今回は小腸の位置と解剖、また、配穴との関係性につ

いて文献的根拠をもとに考察した。その結果、解剖が古来より活発に行われ、解剖学的にも配穴が時代とともに変化を繰

り返したが、幾多の実践により、後世には統一され、今日の臨床における治療指標を築いた。

キーワード：蔵府学説　解剖学　経穴

Ⅰ．序　論

　中国伝統医学の特色である蔵府学理論には、古代中国

における解剖の集大成が記載されている。古代中国では

宇宙の運行と自然界と人体のかかわり合いに重きを置

き、天人合一思想や陰陽五行学説などの身体観を導き出

した。しかし、その一方では、人体解剖を積極的に進

め、飛躍的な前進を遂げた解剖学によって医学を学ぶ上

での具体的な資料提示が行われており、事実に基づいた

医学教育が推し進められていた。

　驚くことに、王莽が天鳳３年（AD３６6）に王孫慶とい

う反逆者に対する解剖の命令を出した事実が残っている

ことは周知のことであろう。北宋末期には人体解剖がし

ばしば行われ、慶歴５年、６５９5年に広西で反逆者とし

て捕らえられ、処刑された欧希範を初めとする56人が

二日間かけて解剖され１）、「欧希範五蔵図」と題する解

剖図が作られた。

　また、崇寧年間（６６５７－６６５6）にも犯罪者の肉体が

解剖に付せられ、それらをまとめて楊介２）が政和３年、

６６６８年に『存真環中図』 ３）という解剖書を作った４）。

それらは日本にも伝わり、梶原性全著『頓医抄』などに

も記載されている。

　しかし、興味深いことに解剖と機能の両側面からの考

察が必要と提唱した清朝末期の西洋医学推進派の医家で

ある惲鉄樵は、古代解剖の史実を踏まえて、その著『群

経見智録』 ５）に、『黄帝内経』にみえる臓腑（蔵府）が

血肉の臓腑のことではないことを主張し、生きている人

の体の解剖により観察されていたもので、死体を対象と

したものでないことが示され、『黄帝内経』などの古典

文献でいう蔵府においての解釈は、生きた人の体を用い

たため、その働きが生理的な活動を重視していたとし、

死体による解剖の知識のみでの蔵府の観察を安易に行う

べきではないことを主張しているのである。

　したがって現在の私たちが『黄帝内経』なる条文を用

いる場合には史実より鑑みても、明の惲鉄樵が提唱した

蔵府の概念を用いなければならないであろう。臓腑図は

明代の汪機『医学原理』、呉崑の『針法六集』、明刊三巻

本『銅人腧穴針灸図経』、銭雷の『人鏡経』、清代の王宏

翰『医学原始』、厳振『循経考穴編』、佚名氏『人体経脈

図』などがあり、日本では三谷公器『解体發矇』（６8６８

年刊）がある。梶原性全『頓医抄』は北宋の楊介の『存

真図』に所収された『欧希範五蔵図』をモデルにした蔵

府図がある。また、入手容易な資料では『鍼灸重宝記』

や『類経図翼』にも少なくない蔵府図がみられる。

　ところが『鍼灸重宝記』や『類経図翼』などを見てい

ると、小腸の構造と配穴について些か疑問が残る。それ

は小腸が「第１仙椎に付着し、上は臍の上２寸の下脘穴

の高さで幽門によって胃と境し、臍の上１寸の水分穴の
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高さで闌門によって大腸につながっている管状の器官で

ある」であると言うことだ。『解説・鍼灸重宝記６）』に

は、「小腸の上口は臍の上二寸にあり幽門と云、則ち胃

の下口也、水穀是より入る、小腸の下口は臍の上一寸、

水分の穴すなわち大腸の上口なり、これを闌門とも云、

後ろは背に附、前は臍の上に附（図１）」とある。これ

をみる限りでは、小腸の長さが、臍の上２寸から臍の上

１寸までの間では１寸しかなく、小腸の長さや高さにつ

いては、はたして小腸の機能から書かれたものか、或い

は解剖上の観点からのものか疑問が残る。そこで小腸に

ついての古典的な考察を行い加えて小腸の募穴関元につ

いて検討した。

Ⅱ．本　論

１．構造上の特色に着眼

　『靈樞經卷之六』みたい。「腸胃第三十一」には、小

腸の長さや臓腑との位置関係がすでに記されている。

それを見ると

“小腸は腹腔の中にあり、後は脊椎に付き、左から

右向かって周り廻り７）、腹腔内で幾重にも折り重

なって廻り、下口は廻腸に注ぎ、外側は臍の上に付

き、廻り折れ曲がり、湾曲すること全部で十六回、

周囲二寸半、直径八分と三分の一、長さ三丈四尺

８）（小腸後附脊、左環迴周疊積、其注於迴腸者、外

附于臍上、迴運環十六曲、大二寸半、徑八分分之少

半、長三丈四尺）”

とされている。小腸は幾重にも折り重なって廻る（環

迴周疊積）ために、経穴のような体表部で位置づけら

れたものと、実際の解剖と位置とではしばしば異なっ

ていても不思議なことではないはずである。

　また、岩井正裕著『類経講話』 ９）をみると、

“咽から胃までの長さ一尺六寸は７5３6センチ、現代

解剖学の７5センチにほぼ近く、また、十二指腸か

ら肛門までの合計五丈五尺八寸は89７３8センチで、

日本人の小腸、大腸の長さの合計は9５7３９センチと

ではその差は僅かに６９３6センチでも個人差を考え

ると殆ど一致する”

とある。

　つまり、岩井氏の原文の解釈では、咽部から胃の長

さと（上部）、もうひとつは十二指腸から肛門（下部）

と、二つに区分していることから、消化器系を胃と小

腸の間を区切って解釈し、下部が十二指腸から始まっ

ている。したがって古代の解剖学では十二指腸に具体

的な名称を付けていないために、解剖上には十二指腸

の部位の高さ（または幅の高さ）を指しているように

示唆される。幽門は胃の出口であり十二指腸の入り口

とつながり（下脘）、闌門は小腸の出口であり大腸と

つながる入り口である（水分）。故にここでは下部に

繋がる十二指腸の高さを中心に、配穴とその位置関係

を述べたようだ。近代解剖学でいう十二指腸は古代で

は小腸として一つにまとめられていたのである。

　十二指腸には腸間膜がなく、後腹壁に直接付着し

（小腸後附脊）ている。反対に腸間膜に付着し、後腹

壁に付着していない空腸や廻腸とは構造学的に異なっ

ている点から、後腹壁に直接付着している十二指腸を

構造学的に分析し、その特殊性を生かして配穴してい

るように思われる。欧希範解剖図のように、健康な人

体を用いて解剖が行われていたことは、史実において

は衝撃的な真実であるが、死体解剖とは異なった状態

で解剖が進められている点は注目すべきで、実際の死

体解剖知見とは異なることも少なくはなかったのであ

ろう。

２．小腸の募穴関元穴は解剖上の配穴

　募穴と兪穴に至っては、解剖学上、小腸は大腸の下

方に位置して後方で膀胱のやや上方に接しているた

め、兪穴では太陽膀胱経の経絡流注上で大腸兪が上

で、その下に小腸兪があり逆転している。これは実際

の生理的な機能よりも解剖学的な位置関係により配穴

されている。

　また、大腸の募穴天枢も小腸の募穴である関元より

上に置かれているのは解剖学的な所見から来ている。

さらに関元穴を解剖学上より覗くと、皮膚の下には皮

下組織→腹直筋及び腹直筋鞘、或いは腹白線があり、

垂直に直刺で深刺すると小腸に当たって組織を損傷す

る可能性がある ６５）。

　故に、小腸の募穴関元はおそらく解剖学的立場より

位置づけられたものと考えられる。小腸が膀胱のや

や上方に接していることから『鍼灸甲乙經・卷之六』

「五藏傅病大論第十」には

“膀胱移熱於小腸、膈腸不便、上爲口糜（膀胱、熱

を小腸に移せば、腸を膈して便せず、上りて口糜と

なる）”

とある。つまり、膀胱の熱が小腸に移れば腸道は塞が

れて便秘となり、熱気が上がって口と舌が糜爛とな 

る ６６）。このことから考えても、解剖学的視点からも

小腸の病が下焦に現れやすく、大腸の病は中焦（胃）

や上焦（肺）に発生しやすいことがわかる ６７）。
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Ⅲ．結　論

　『鍼灸重宝記』にみえる「小腸の上口は臍の上二寸に

あり幽門と云、則ち胃の下口也、水穀是より入る、小腸

の下口は臍の上一寸、水分の穴すなわち大腸の上口な

り、これを闌門とも云、後ろは背に附、前は臍の上に附

(図６)」の古典文献の記述より、小腸の長さが、臍の上

２寸から臍の上１寸までの間では１寸しかないという、

未だ明らかにされていない点について検討した。

　その結果、解剖学的には十二指腸の高さ（または幅）

を一寸としている。幽門は胃の出口で十二指腸の入り口

で、闌門は大腸につながる入り口である。したがってこ

こでは小腸全体の長さで考えるのではなく、“小腸後附

脊”にみえる、後腹壁に直接付着している十二指腸の位

置関係を述べたもので、後腹壁に付着していない空腸や

廻腸とは構造学的に異なっているため、おそらく古代で

は十二指腸を中心とした構造学上の特徴を上げそこに配

穴がおこなわれていたことが示唆された。

図１．小腸の図
本郷正豊著、小野文恵解説『解説鍼灸重宝記』医道の日本社、
６959年、６６頁に載る。

注　記

１）医家の呉簡が解剖を行ったものを宋景という絵師が画い

たという。現在の解剖学では皮下脂肪を除去するだけで

も最低、三日間は必要とされる。僅か二日間で解剖書を

まとめるのは物理的にも困難に近いという。解剖日数に

かけては再度記録を考察する必要がある。

２）北宋の名医。欧希範五蔵図の他に煙羅子内境図の校正を

行い「存真図」を著し、そこに十二経脈の図と文を加え

て『存真環中図』を作ったが早くも失われている。『頓医

抄』（全5５巻・６８５８年成立）の中にある。

３）今日には伝わらず、その日本語訳とみられる文章と図が

鎌倉時代の梶原性全（６７65－６８８7）著『頓医書』第９９巻

の中に載る。一部が元代の『玄門脈内照図』に写されて

いる。また、日本最初の人体解剖が山脇東洋（６7５5２６76７）

による、京都で刑死体の解剖であった（６75９年）。後に

『蔵志』乾坤の二冊を出版するが、江戸時代では「身体

髪膚これを父母に受く」という儒教精神が根強く大衆の

中に広がっていたことから、人体解剖が非人道的とされ、

佐野安貞が非解剖説を主張する『非蔵志』が発表、吉益

東洞（６7５７－６77８）も『毉断』で解剖無用説が唱えられ

た。

４）小川鼎三著『医学の歴史』中公新書、６997年5７頁に載る。

これが後の夢分斎著『鍼道秘訣集』に所載される腹部打

鍼法「夢分流腹診」に与えた影響が大きいという。刊本

は６685年と６77７年版の二種類がある。夢分斎は室町時代

末期の人と推測されるが定かではない。『鍼灸医学典籍集

成7』オリエント出版、６985年を参照されたし。

５）王致譜主編の惲鉄樵著『群経見智録』国家「十五」企劃

重点図書、 福建科学技術出版社、７５５6年、９頁に載る。

６）本郷正豊著、小野文恵解説の『解説・鍼灸重宝記』医道

の日本社、６959年６６頁に載る。

７）広岡蘇仙著『難経鉄鑑』たにぐち書店、７５５6年９56頁に

「赤腸が左に廻るのは、陽道が左旋回するからである。火

は木を質とする。回畳して旋風洋角(羊の角のように旋回

する)の象を呈している。また、府は卑しいので、小腸と

大腸は火金の正形を避けている」と載る。

８）『難経』四十二難、『甲乙経』『霊枢』平人絶穀編第三十二

には、小腸の長さについては三丈二尺とある。

９）岩井正裕著『類経講話』績文堂、６99５、６67頁に載る。

６５）上海中医薬大学解剖学教室、厳振国教授は関元への垂直

深刺は小腸を損傷する可能があるので、深刺に対する注

意を促している。厳振国主編、張碧英主訳、上海市重点

図書『全身経穴応用解剖図鑑』上海中医薬大学出版社、

７５５6年、６５8頁に参照。

６６）『素問・気厥論編第三十七』にも同文が載る。寒熱証の伝

変を論じている。その順位を臓腑で見ると、脾熱→肝熱

→心熱→肺熱→腎熱→胞熱→膀胱熱→小腸熱→大腸熱→

胃熱→胆熱→脳というように熱の伝わり方について記さ

れている。東洋学術出版社刊『現代語訳・黄帝内経素問』

中巻、「気厥論編第三十七」9７－9８頁を参照されたし。

一
寸
？
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６７）前出『鍼灸甲乙經・卷之六』「五藏傅病大論第十」“小腸

移熱於太陽、爲虙瘕、爲沉。大腸移熱於胃、善食而溲

（小腸、熱を大腸に移せば、虙瘕となり、沈となる。大

腸、熱を胃に移せば、善く食して痩す）”とあり、『素問・

気厥論編第三十七』にも同文が載る。『傷寒論浅注補正・

巻一』にも“小腸導心火、下交膀胱、蒸動水気”とある。

　※尚、本論の執筆にあたり㈱医道の日本社より、本郷正豊

著『解説鍼灸重宝記』に載る「小腸の図」の転載を承諾

して戴き紙面にて謝辞申し上げます。

　また、本章に引用した書き下し文は、東洋学術出版社

刊『現代語訳・霊枢』、『素問』からのもので、本章の初

出は「中医臨床」Vol３８８１ル７５６７（同社）に掲載された「小

腸の位置と解剖について」を再度古典文献を用いてより

詳細に考察したものである。
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Original Research

Understanding of the Small Intestine （SI） Location

in Traditional Chinese Medicine （TCM）

Zaigen OH １）　　Hiおoかhi ENDO ２）　　Takaけきki NAKAYOSHI １）

１）Facきlがけ of Healがh Scienceか in Kanかai Uniぎeおかiがけ of Healがh Scienceか

２）Clinical Medicine in Kanかai Uniぎeおかiがけ of Healがh Scienceか

Abstract

　“The inがeおnal oおganか and がhe boくelか がheoおけ（ 蔵 府 学 説 ）” iか coおe of Tおadiがional Chineかe Medicine （TCM） がhaが 

compleがed bけ accきmきlaがion of manけ かがきdieか and がheおapeきがic eぐpeおienceか of phけかicianか in がhe paかが３ One of がhe 

chaおacがeおiかがic of がhiか がheoおけ１ iが くaか anaがomiげed がhe healがhけ bodけ くhich haか liぎed inかがead of dead bodけ１ and くaか がo 

haぎe obかeおぎed phけかiological fきncがion of がhe inがeおnal oおganか３ Bきが がheおe aおe manけ かがill きncleaお aboきが きndeおかがanding 

of anaがomical poかiがion of Acきpoinがか くhich おelaがed inがeおnal oおganか３ Noく１ くe conかideおed おelaがion of がhe Acきpoinがか 

くhich くaか efecがiぎe foお がhe Small Inがeかがine （SI） がおeaがmenが and がhe anaがomical poかiがion きかing claかかical bibliogおaphけ３ 

Aか a おeかきlが１ くe kneく がhaが anaがomけ of hきman bodけ くaか peおfoおmed acがiぎelけ かince がhe ancienが がimeか１ and efecがiぎe 

Acきpoinがか くaか decided bけ anaがomical ぎieくpoinが３ Afがeおくaおdか１ がhoかe Acきpoinがか changed くiがh epochか１ bきが iが くaか 

かがandaおdiげed in coming ageか bけ a loが of clinical pおacがice１ and がodaけしか がheおapけ gきideline くaか eかがabliかhed３

Keyword： The inがeおnal oおganか and がhe boくelか がheoおけ１ Anaがomけ１ Acきpoinがか



70

関西医療大学紀要１ Vol３ 6１ ７５６７

原　　著

トリガーポイントへの鍼刺激が体幹筋活動に及ぼす影響

北川　洋志１）　　黒岩　共一１）　　谷埜　予士次２）

木村　研一１）　　増田　研一１）　　　　　　　　　　　　

１）関西医療大学保健医療学部　鍼灸学科

２）関西医療大学保健医療学部　臨床理学療法学教室

要　旨

　立位からの体前屈動作における体幹伸筋群の筋活動について、腰痛を自覚しない群（健常群）と自覚する群（腰痛群）

とで比較し、腰痛群にはトリガーポイント（Tおiggeお poinが：TP）鍼刺激が与える影響を検討した。

　対象は健常男子学生６８名と、腰痛を自覚する男子学生６７名とした。体前屈動作を安静立位相、体幹屈曲相、最大屈曲

位保持相、体幹伸展相の９つの相に分け、多裂筋、腸肋筋、最長筋から表面筋電図を測定した。ペインスケールはViかきal 

Analogきe Scale（VAS：６５５mm）を用いた。

　安静立位時の多裂筋、腸肋筋において腰痛群は健常群よりも平均振幅値が有意に低下していたが、TP鍼刺激前後の平

均振幅値に有意な変化は認めなかった。またVAS値はTP鍼刺激後に有意な低下を認めた。

　腰痛群は安静立位時の筋活動が低下していた結果から、腰痛患者は刺激因子となる筋収縮を抑制した姿勢をとる可能性

が考えられた。またTP鍼刺激は痛みに対しては効果があるが、痛みが残存する限り筋活動に影響を与えないと示唆され

た。

キーワード：トリガーポイント、鍼刺激、腰痛、体幹筋活動

Ⅰ．緒　言

　７５５9年の国民生活基礎調査によれば、症状別では腰

痛の有訴者率（人口千対）は男性では最も高く89３６人、

女性でも肩こりに次ぐ２位で６６7３6人である。このよう

に腰痛は高い発症率であるため関心も高く、早急な原因

究明が求められている。これまでにも腰痛の原因を腰部

の器質的変化に求める考え方や心理社会的要因の関わり

についてなど、数多く報告されている１－３）。

　しかし、画像診断により器質的変化が認められる腰痛

症であっても保存的治療で症状が消失することは多く、

器質的変化が認められたとしても症状を呈さない例も多

数存在するため、全ての形態的非生理的構造が病変部で

はないと考えられる４１ ５）。

　日常生活の中では、長時間にわたる体前屈動作を強い

られる作業で腰痛を自覚する者が多く、この動作を危険

因子と考えて研究され、現在まで数多く報告されてきた

３１ ６１ ７）。体前屈動作によって発生する腰痛の原因の一

つに、体幹筋の筋活動異常があると考えられ、筋電図学

的研究によって腰痛患者では健常者よりも体幹筋の筋活

動が低下していること８）や、活動のタイミングに遅れ

が生じること９）などが報告されている。また、体幹筋

の筋活動は治療や補助具を用いることで再度健常者と同

じような活動を示すようになるという報告もされている

６５１ ６６）が、鍼刺激を用いて検討されたものは少ない。

　そこで今回、立位からの体前屈動作における体幹伸筋

群の筋活動を、腰痛を自覚しない群（健常群）と腰痛を

自覚する群（腰痛群）とで比較するとともに、トリガー

ポイント（Tおiggeお poinが：TP）鍼刺激が腰痛群の体幹

伸筋群の筋活動に与える影響について検討した。

Ⅱ ３方法

　対象は本学男子学生の中で、腰痛を自覚しない者６８

名：健常群（６9３７±５３8歳）と、腰痛を自覚する者６７

名：腰痛群（７６３5±６３５歳）とした。今回対象とする腰
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痛症とは、神経学的に異常を認めず、かつ腰部外科手術

の既往歴も持たないが、３か月以上継続して腰痛を有し

ている者とした。そしてこの者の腰部の器質的変化の有

無は考慮に入れないが、動作時に起こる腰部の痛みによ

り日常生活動作（acがiぎiがieか of dailけ liぎing：ADL）に

支障を来す者とした。

　対象者には本研究の趣旨を説明し、実験への参加の同

意を得た。なお、本研究は関西医療大学倫理委員会の承

認のもとで実施した（承認番号：５9２６6）。

　動作としては「立位からの体前屈動作」で、Solo２

monoくらの報告 ６７）に準じ、足を肩幅に開脚した安静

立位を開始肢位として３秒間静止した後、両膝関節伸展

位を保持したまま両上肢を下垂させ、体幹を４秒かけて

屈曲する。最大屈曲位で４秒間の静止した後に再び４秒

かけて開始肢位に戻る一連の動作を３回行わせた（図

１）。

　筋電図は、テレメトリー型筋電計MQ ８（キッセイ

コムテック社製）を用い、６５Hげ ～１kHげの帯域周波数

で双電極導出にて記録した。また実験中の動作をデジタ

ルビデオカメラ（iVIS HV６５：Canon社製）で撮影し、

DVCap（キッセイコムテック社製）を用いて筋電図と

同期収録した。

　測定筋の電極貼付位置はVinkら ６８）の研究を参考に

クロストークを最小にすることができると考えられる

部位を決定し、多裂筋は第４腰椎棘突起の側方約３cm、

腸肋筋は第２腰椎棘突起の側方約９cm、最長筋は第６７

胸椎棘突起の側方約３cmで、電極を貼付するものとし

た。上記のいずれの電極位置も最終的には筋線維の走行

を触知することによって決定し、アルコール綿花で十分

に皮膚を前処理した後、電極間距離７３5cmでディスポー

ザブル電極（銀２塩化銀）を貼付した。

　また、接地電極は上前腸骨棘上に貼付した。各々の筋

より得られた筋電図の元波形は１kHげのサンプリング周

波数でAD変換した後、筋電図解析ソフトBIMUTAS２

Video（キッセイコムテック社製）を用いて筋電図波形

の解析を行った。

　同期収録した画像をもとに、一連の動作を安静立位相

（開始肢位）、体幹屈曲相、最大屈曲位保持相、体幹伸展

相の４つの相に分けて、整流電位の平均振幅を算出し

た。そして各相において３回分の平均振幅をそれぞれ平

均したものを各相の個人のデータとした。なお、いずれ

の筋においても平均振幅値に左右差が認められなかった

ため、各筋左側の平均振幅をデータとして抽出した。

　TP鍼刺激は腰痛群に対してのみ行った。まずTPの

同定のために問診により疼痛増悪動作を確認し、動作に

基づき触診を行い、認知覚が生じた構造を責任TPとし

た ６９）。TP鍼刺激としては認知覚が生じた構造を狙って

一定間隔で刺鍼し、認知覚発現を再確認した後７５分置

鍼を加えた。その際、長さ5５mm、直径５３７５mmのステ

ンレス製ディスポーザブル鍼を用いた。刺入部位・深度

は罹患筋の筋骨接合部や筋腱移行部等の異構造接合部、

筋縁最深部の筋膜とし、７５か所以内とした。

　全対象者において、責任TPの認められた罹患筋は多

裂筋、腸肋筋、腰方形筋、胸腰筋膜のいずれかであっ

た。

　ペインスケールにはViかきal Analogきe Scale（VAS：

図１．測定動作および測定時間

「立位からの体前屈動作」で、安静立位から体幹最大屈曲を行い、再び安静立位に戻る一連の動作である。一連の動作を３回行わせた。 
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６５５mm）を用い、腰痛群に対してTP鍼刺激前後に記入

させた。

　統計分析として、健常群と腰痛群の平均振幅値の比

較にはMann２WhiがneけのU検定、腰痛群の鍼刺激前

後の平均振幅値とVASの比較にはWilcoぐonの符号付

順位検定を用いた。なお、統計解析ソフトはPASW 

Sがaがiかがicか ６8３５３５を用い、有意水準は５％とした。

Ⅲ．結　果

　それぞれの筋における各相の平均振幅値を図２に示

す。健常群と鍼刺激前の腰痛群との比較では、安静立位

相の多裂筋、腸肋筋において腰痛群の平均振幅値が有意

に低下していた。

　しかし体幹屈曲相、最大屈曲位保持相、体幹伸展相で

はいずれの筋においても健常群と鍼刺激前の腰痛群との

平均振幅値に有意な差は認められなかった。また腰痛群

へのTP鍼刺激前後において各相の平均振幅値には、い

ずれの筋においても有意な変化を認めなかった。

　腰痛群へのTP鍼刺激前後のVAS値を図３に示す。

TP刺激前のVAS値は58３5±６7３８mmであったが、TP

鍼刺激後にはVAS値が６9３9±６５３８mmと有意に低下し

たが、本研究の対象者において５mmとなった者はいな

かった。

図２
図は健常群と腰痛群（鍼刺激前）における多裂筋、腸肋筋、最長
筋の平均振幅値の差を４つの相ごとに示す。

図２－１．多裂筋における各相の平均振幅値　* P<５３５5

図２－２．腸肋筋における各相の平均振幅値　* P<５３５5

図２－３．最長筋における各相の平均振幅値 

図３．TP鍼刺激によるVAS値の変化
図は腰痛に対するTP鍼刺激の効果を示す。グラフの細線は腰痛群
の各症例の変化を、また太線は６７症例全体の変化をそれぞれ示し
ている。* P<５３５5 

Ⅳ．考　察

　腰痛を訴える患者の姿勢を観察すると、腰椎の後弯や

股関節を屈曲させるなどいわゆる腰を曲げた姿勢をとっ

ていることが多い。辻井 ６5）によると、障害を受けてい

る筋（TP内包筋）は、自動的または他動的に短縮させ

ると収縮を起こし、短縮痛が生じると報告している。ま

た短縮痛を避けるために、無意識に短縮痛が発生する筋

を伸張する。その様にして、凝り感や痛みから逃れた無

意識の姿勢の事を疼痛抑制姿勢と呼んでいる。

　腰痛患者に観察される疼痛抑制姿勢の例としては、脊

柱起立筋・多裂筋など体幹伸筋群からの腰痛では腰椎後

弯、すなわち体幹の強い前屈を生じた姿勢をとる。また
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図４．継続的な鍼刺激によるVAS値の変化
症例：７７才、男性 
図は腰痛を自覚しなくなるまで継続してTP鍼刺激を行った時の
VAS値の変化を示す。縦軸がVASの変化（mm）、横軸が時間経
過示す。それぞれの鍼刺激前に測定を行った。

図５
症例：７７才、男性 
図は腰痛を自覚しなくなるまで継続してTP鍼刺激を行った時の安
静立位相における多裂筋、腸肋筋の平均振幅値の変化を示す。ま
た比較として健常群の平均振幅値を示している。それぞれの鍼刺
激前に測定を行った。

図５－１．安静立位相における多裂筋の平均振幅値の変化 

大殿筋や中殿筋など殿筋群からの腰痛では股関節屈曲を

生じた姿勢をとる。

　しかし慢性腰痛ではTP内包筋が一つに限定されると

いうことは少なく、多数存在する。腰痛に関係する筋は

複数存在し、個々の筋容量も大きいため、TP内包筋が

症例によって異なり、たとえ同じ筋でも形成部位や大き

さが異なる。そのため患者によって様々な姿勢をとるこ

ととなる。

　また本研究の結果とも一致するように、腰痛患者では

健常者よりも体幹筋活動が低下していることが先行研究

によって明らかにされており８）、TP内包筋の筋収縮を

抑制していると考えられる。そのため本研究において、

腰痛群の安静立位時の筋活動が健常群に比べて低下して

いたという結果は、腰痛群は刺激因子を減らすために筋

収縮を抑制した姿勢をとったことによる現象である可能

性が示唆される。

　今回の研究ではアライメント測定など姿勢の観察を

行っておらず、また測定動作を説明することで姿勢を意

識させた可能性もあり、安静立位時における腰痛群の特

異的な疼痛抑制姿勢は観察できなかった。

　しかし質問紙への記入時において、健常群と比べて腰

痛群ではイスに浅く腰掛けて背もたれを使う座位姿勢が

多く認められた。イスに浅く腰掛けて背もたれを使うこ

とで骨盤を後傾させて腰椎前弯を少なくし、体幹伸筋群

を伸張させた疼痛抑制姿勢をとっていたと考えることが

できる。また股関節を伸展させることにより大腰筋の伸

張を図った疼痛抑制姿勢であるとも言われている ６6）。

　今回の研究では安静立位時の疼痛抑制姿勢は観察でき

なかったが、何気なくとる姿勢を詳細に観察していくこ

とで、TP内包筋特定の一助となると考えられる。

　また本研究では腰痛群へのTP鍼刺激によって疼痛の

軽減は認められたにもかかわらず、いずれの筋において

もTP鍼刺激前後に各相の平均振幅値の変化は認められ

なかった。本研究のTP鍼刺激対象者において、鍼刺激

後にVAS値が０mmになった者は１人もいなかったた

め、疼痛が軽減したとはいえ未だに残存している状態で

あると考えられる。健常群と腰痛群の安静立位相の平均

振幅値の有意な差が疼痛抑制姿勢によって生じているの

であれば、疼痛が残存している状態である限り疼痛抑制

姿勢をとり続けている可能性が考えられる。

　そこで追加研究として週に１回のTP鍼刺激を、腰痛

を自覚しなくなるまで継続して行った一例を挙げる。対

象は７７歳の男性。腰痛症の除外基準や測定方法、TP鍼

刺激は原則前述の研究と同様の条件にて行ったが、筋電

図測定とVASによる調査は各鍼刺激前のみとし、また

測定筋は健常群と腰痛群との比較で平均振幅値に有意差

が見られた多裂筋、腸肋筋とした。鍼刺激前のVAS値

の変化を治療回数毎に示す（図４）。この症例は４回目

の鍼刺激前の調査において（つまり３回の鍼刺激によっ

て）腰痛を自覚しなくなったため、４回目の筋電図測定

後、追跡調査を終了した。

　また安静立位相における多裂筋、腸肋筋の平均振幅値

を治療回数毎に示した（図５）。この症例では、鍼刺激

開始前は安静立位相の多裂筋、腸肋筋の平均振幅値にお

いて健常群に比べ低値を示しており、３回目の鍼刺激前

までは大きな変化が認められなかった。しかし４回目の

鍼刺激前では、多裂筋、腸肋筋とも平均振幅値の上昇が

認められた。
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図５－２．安静立位相における腸肋筋の平均振幅値の変化 

　このことから痛みがなくなれば疼痛抑制姿勢をとる必

要がなくなり、姿勢変化が生じた結果、平均振幅値の変

化が認められた可能性が考えられる。

　ただあくまでも一症例による検討に過ぎないため、今

後は複数の症例において腰痛を自覚しなくなるまで鍼刺

激を定期的に継続し、疼痛が消失した状態の筋活動の測

定を行うなど再度検討する必要があると考えられる。

Ⅴ．結　論

　「立位からの体前屈動作」における体幹伸筋群の平均

振幅値を安静立位相、体幹屈曲相、最大屈曲位保持相、

体幹伸展相の４つの相に分けて、健常群と腰痛群とで比

較するとともに、腰痛群にはTP鍼刺激が与える影響を

検討した。腰痛群の安静立位時の筋活動が健常群に比べ

て低下していたことから、腰痛群は疼痛抑制姿勢をとっ

たことによる現象である可能性が示唆された。また疼痛

が少なからず残存する状態では、TP鍼刺激による平均

振幅値の変化は認められなかった。
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トリガーポイントへの鍼刺激が体幹筋活動に及ぼす影響

Original Research

Efect of the Trigger Point Acupuncture Stimulation

on Trunk Muscular Activation

Yoji KITAGAWA １）　　Kけoichi KUROIWA １）　　Yoかhiがかきgき TANINO ２）

Kenichi KIMURA １）　　Kenichi MASUDA １）

１）Depaおがmenが of Acきpきncがきおe and Moぐibきかがion１ Kanかai Uniぎeおかiがけ of Healがh Scienceか

２）Clinical Phけかical Theおapけ Laboおaがoおけ１ Kanかai Uniぎeおかiがけ of Healがh Scienceか

Abstract

Objecがiぎe: Thiか かがきdけ aimed iが がo eぐamine がおきnk mきかcきlaお acがiぎaがion dきおing がおきnk とeぐion moぎemenがか 

in がhe healがhけ かきbjecがか and がhe loく back pain（LBP）paがienがか３ We alかo eぐamined がhe efecが of がおiggeお 

poinが（TP）acきpきncがきおe かがimきlaがion foお がhe LBP paがienがか３

Meがhodか: ６８ healがhけ ぎolきnがeeおか（Noおmal gおoきp）and ６７ LBP paがienがか paおがicipaがed in がhiか かがきdけ３ 

Mきかcきlaお acがiぎaがion of がhe mきlがきfきdきか１ がhe iliocoかがaliか and がhe longiかかimきか くeおe おecoおded きかing 

かきおface elecがおomけogおaphけ aが foきお poかiがionか（かがanding１ leaning foおくaおd１ leaning backくaおd and 

とeぐion aががiがきde）．Inがenかiがけ of LBP くaか eぎalきaがed bけ Viかきal Analogきe Scale（VAS: ６５５mm）．

Reかきlがか: Mきかcきlaお acがiぎaがion of がhe mきlがきfきdきか and がhe iliocoかがaliか dきおing がhe かがanding poかがきおe 

decおeaかed かignificanがlけ in がhe LBP paがienがか compaおed くiがh Noおmal gおoきp３ Mきかcきlaお acがiぎaがion 

of がhe mきlがきfきdきか１ がhe iliocoかがaliか and がhe longiかかimきか had no changeか かignificanがlけ afがeお がhe TP 

acきpきncがきおe かがimきlaがion３ In addiがion１ VAS かcoおe decおeaかed かigniでcanがlけ afがeお がhe TP acきpきncがきおe 

かがimきlaがion in がhe LBP paがienがか３

Conclきかion: Tおきnk mきかcきlaお acがiぎaがion in かがanding decおeaかed かignificanがlけ in がhe LBP paがienがか 

compaおed くiがh Noおmal gおoきp３ In oがheお くoおdか１ iが くaか conかideおed がhaが LBP paがienがか がook がhe aががiがきde 

がhaが conがおolled mきかcきlaお conがおacがion３ In addiがion１ がhe TP acきpきncがきおe かがimきlaがion くaか effecがiぎe 

foお おedきce がhe pain１ bきが iが くaか かきggeかがed がhaが TP acきpきncがきおe かがimきlaがion did noが afecが mきかcきlaお 

acがiぎaがion３

Keywords：Tおiggeお poinが（TP）， acきpきncがきおe かがimきlaがion１ loく back pain（LBP），がおきnk mきかcきlaお acがiぎaがion
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原　　著

『列仙伝』にみえる身体技法を用いた不老長生術について

中吉　隆之

関西医療大学保健医療学部鍼灸学科自然科学ユニット

要　旨

　『列仙伝』は七十人の仙人の伝記がしるされた古代中国早期の神仙思想を伝える重要な史料で、本草学の古典『神農本

草経』との比較研究では神仙思想と本草学との間の密接な関係も示唆されている。書中では六つの説話で不老長生のため

の身体技法がみられたが、それらの技法は精気を異性から取り込む「房中術」や体操と呼吸法を用いた「導引行気」、「行

気練形」であった。これらは古代より実際に行われていた身体技法で、その内容は馬王堆の医経などからも伺い知ること

ができる。また、その理論は鍼治療の治療理論と同様の考え方を持ち、鍼の補瀉手技などで応用されている。

キーワード：列仙伝、仙人、不老長生、鍼治療

Ⅰ．緒　言

　現在、日本は急速な長寿社会を迎えている。長寿と言

えば聞こえは良いが、実際には老化に伴う様々な慢性疾

患をもつ高齢者が相変わらず増加している。いつまでも

若々しく元気でありたいという人々の欲求は古代から変

わらず、中国においては仙人の伝説として今に伝えられ

ている。

　『列仙伝』は七十人の仙人の伝記がしるされた古代中

国早期の神仙思想を伝える重要な史料である。かつては

前漢の劉向の作と信じられていたが、今日では後漢ごろ

に成立したと考えられている。ほぼ、同時期に成立した

と考えられている本草学の古典『神農本草経』との比較

研究１）では『列仙伝』に掲載されている三十三種の薬

物のうち『神農本草経』で「久しく服さば身を軽くし、

気を益し年を延ばす」とされる上薬に相当するものは

二十六種類と多くあり、後漢の神仙思想と本草学の密接

な関係が示唆されている。

　また、『列仙伝』の中には鍼灸医学と関連の深い「精」

や「気」を取り扱う不老長生のための身体技法について

の記述があり、今回はそれらの技法について検討を行っ

た。

Ⅱ．方　法

　『列仙伝』 ２）の中で身体技法を用いた仙人の説話を取

り出し、彼らがどのような技法を用いて不老長生を行

なっていたのかについて検討した。

Ⅲ．結果・考察

　『列仙伝』には七十人の仙人の説話があるが、そのう

ち容
よう

成
せい

公
こう

、老子、女
じょ

丸
かん

は「房中術」、彭
ほう

祖
そ

、琴
きん

先
せん

は「導

引行
こう

気
き

」、卭
ょう

疏
そ

は「行気錬形」と六つの説話で不老長生

のための身体技法が用いられていた。

　巻上の容成公では

容成公者、自称黄帝師、見於周穆王。能善補導之

事、取精於玄牝。其要、谷神不死、守生養気者也。

髪白更黒、歯落更生。事与老子同。亦云、老子師

也。

容成公なる者は、自
みずか

ら黄帝の師と称して、周の穆
ぼく

王
おう

に見
まみ

ゆ。能
よ

く補
ほ

導
どう

の事を善
よ

くし、精を玄
げん

牝
ぴん

に取る。

其の要は、神を谷
やしな

いて死せず、生を守り気を養
やしな

う者

なり。髮白くして更に黒く、歯落ちて更
さら

に生
しょう

ず。事

は老子と同じ。亦
また

云
い

う、老子の師なりと。

とみえます。

　「谷神不死」は『老子』第六章の

　　谷神不死。是謂玄牝。玄牝之門、是謂天地之根。



77

『列仙伝』にみえる身体技法を用いた不老長生術について

からの語で、さまざまな解釈がなされているが、一般に

は「谷間の神はいつまでも死なない。これを神秘的な牝

と呼ぶ。神秘的な牝の入り口、これを天地の根源と呼

ぶ」と解釈されている。玄牝は女性の生殖器のことを指

し、谷間の神とは、その形状や谷間で不断に水が湧き出

す働きを、新たな生命を次々と生み出す女性の生殖器に

たとえ、万物を生成する根源の象徴として理解されてい

る。しかし、谷神の「谷」を「養う」と解釈する説もあ

り、容成公の説話では文章の流れから、「神を谷
やしな

いて死

せず」と「精神」を養うことで死ぬことが無い、と述べ

ていると考えられる。

　容成公は補導の術に精通しており、新たな生命を生み

出すことのできる女性の精気を吸収する事で若返り、白

くなった髪が再び黒くなり、抜け落ちた歯が生えかわっ

た。補導とは房中術の用語で、精気を体内に導き入れ、

精力を補い充たすことで、この場合は、男性が交接に

よって女性から精気を吸い取る術の事を言う。

　巻上の老子の場合も、同様に

　　好養精気、貴接而不施。

　　好んで精気を養い、接して施さざるを貴ぶ。

と、房中術で精気を養っていたことがみえる。

　房中術により若返るのは男性だけではなく、巻下の女

丸の場合では

女丸者、陳市上沽酒婦人也。作酒常美。遇仙人過其

家飲酒、以素書五巻為質。丸開視其書、乃養性交接

之術。丸私写其文要、更設房室、納諸年少、飲美

酒、与止宿、行文書之法。如此三十年、顏色更、如

二十時。仙人数歳復来過、笑謂丸曰、「盜道無私、

有翅不飛」。遂棄家追仙人去、莫知所之云。

女丸なる者は、陳
ちん

の市
し

上
じょう

に酒を沽
う

るの婦人なり。

酒を作りて常
つね

に美
うま

し。 遇
たまたま

仙人其
そ

の家に過
よ

ぎりて酒

を飲み、素
そ

書
しょ

五
ご

巻
かん

を以て質
ち

と為す。丸、開きて其

の書
しょ

を視
み

るに、乃
すなわ

ち養性交接の術なり。丸、私
ひそ

か

に其の文の要
よう

を写し、更に房
ぼう

室
しつ

を設け、 諸
もろもろ

の年少

を納
い

れ、美酒を飲ましめ、与
とも

に止
し

宿
しゅく

し、文書の法

を行う。此
か

くの如
ごと

くすること三十年、顔色更
あらた

まり、

二十の時の如し。仙人、数
すう

歳
さい

にして復
ま

た来たり過
よ

ぎ

り、笑いて丸に謂
い

いて曰く、「道を盜みて 私
わたくし

する無

し、 翅
つばさ

有
あ

るも飛ばず」と。遂
つい

に家を棄て、仙人を

追いて去り、之
ゆ

く所を知る莫
な

しと云う。

とあり、女丸は仙人の持つ房中術の書を盗み見して書き

写し、その方法を三十年実践することで、顔色は二十歳

の時のように若返ったとある。

　馬王堆漢墓の房中書『十
じゅう

問
もん

』の一問には

黄帝、天師に問いて曰く、万勿（物）、何をか得て

行り、草木、何をか得て長く、日月、何をか得て

明らかならん、と。天師曰く、爾
なんじ

、天地の請（情・

精）を察するや。陰陽、正
もと

と爲す。万勿（物）之れ

を失えば而
すなわ

ち継がず。之れを得れば而ち贏
さか

ん。陰を

食し陽に擬
のっと

れば、神明に稽
いた

らん。

と全ての物は陰陽が根本であり、陽である男は陰の気が

不足しやすく、その場合は女性から陰の気を取り入れる

事で神明に通じることができると述べている。

　房中術は古代中国の性医学のことであるが、その目的

は性行為によって延命長寿を図ることである。そして、

その最大の特徴は、女性の中に存在する精気を交接に

よって取り入れるという考え方にある。鍼灸医学の基本

的文献である『黄帝内経』には、病因としての房事の記

述があるものの、房中術に関する記述は無く、両者は無

関係のようにもみえる。

　しかし、同じく馬王堆漢墓の房中書『天
てん

下
か

至
し

道
どう

談
だん

』に

は

凡そ彼の身を治むるは、務め精を積むに在り。精羸
あま

（贏）れば必ず舍
す

つ、精
せい

夬
か

（缺）くれば必ず布
ほ

（補）

す、布（補）舍
しゃ

の時
とき

、精夬
か

（缺）くれば之
こ

れを爲
な

す。

と身を治めるには、その務めは精を積むことで、精が余

れば必ず捨て、精が不足すれば必ず補い、補捨する時に

は、精が不足すればこの方法を用いるとある。

　これは『黄帝内経霊枢』九針十二原第一にみえる

凡用鍼者、虚則實之、満則泄之

凡そ鍼を用いる者は、虚すれば則ちこれを実し、満

つれば則ちこれを之を泄らす。

「虚すれば補う。実すれば瀉す」と同じ考え方である。

つまり、房中術の中に鍼灸の治療原則をみることができ

るのである３）。

　次に、「導引」、「行気」について見ていく。巻上の彭

祖の場合は

彭祖者、殷大夫也。姓籛、名鏗。帝顓頊之孫、陸終

氏之中子。歴夏至殷末、八百余歳。常食桂・芝、善

導引行気。歴陽有彭祖仙室。前世禱請風雨、莫不輒

応。常有両虎、在祠左右。祠訖、地即有虎跡云。後

昇仙而去。

彭祖なる者は、殷の大
たい

夫
ふ

なり。姓は籛
ん

、名は鏗
こう

。帝

顓
せん

頊
ぎょく

の孫、陸
りく

終
しゅう

氏
し

の中子なり。夏
か

を歴
へ

て殷
いん

の末に

至
いた

るまで、八百余歳なり。常に桂
けい

・芝
し

を食らい、導

引行気を善くす。歴
れき

陽
よう

に彭祖の仙室有り。前世に禱
いの

りて風雨を請うに、輒
すなわ

ち応ぜざる莫
な

し。常に 両
りょう

虎
こ

有りて、祠
ほこら

の左右に在り。祠
まつ

り訖
お

われば、地に即
すなわ

ち

虎の跡
あと

有りと云う。その後
のち

、昇
しょう

仙
せん

して去
さ

る。
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とある。彭祖は夏の時代を歴て殷の末年には八百歳を越

えており、肉桂、霊芝を常食として、導引行気の法を行

う事で不老長生であった。

　『神農本草経』 ４）には牡
ぼ

桂
けい

が木上品で「久服、通神、

軽身不老」。菌
きん

桂
けい

が木上品で「久服、軽身不老」。赤芝・

黒芝・青芝・白芝・黄芝は草上品で「久食、軽身不老、

延年神仙」、紫芝は草上品で「久服、軽身不老、延年神

仙」の作用があると書かれている。

　彼が行った「導引行気」の「導引」とは「道引」とも

しるされ『荘子』刻意篇には

吹
すい

呴
く

呼吸し、吐故納新、熊
ゆう

経
けい

鳥
ちょう

申
しん

するは、寿を為

すのみ。此道引の士、養形の人、彭祖寿老なる者の

好む所なり。

とあり、「導引」は熊や鳥といった禽獣の姿形などをま

ねて行う体操のことだと理解されている。「熊経鳥申」

とは熊が二本足で立って体をブルブルと揺り動かす様子

で、鳥申とは鳥のように首をのばす又は空をとぶときに

足をまっすぐ後ろに伸ばす姿と考えられる。また、『淮

南子』「精神訓」には熊、鳥、鳧
かも

、 蝯
てな ざる

、 鴟
ふくろう

、虎の六

種類の動物のポーズを真似た導引の型がしるされてい

るが、さまざまな動物の動作を模倣したものとしては、

虎・鹿・熊・狼・鳥の動作を模倣した後漢時代末期の名

医華佗の「五禽戯」がよく知られている５）。

　「導引」は「行気」とよばれる呼吸法とよく組みあわ

されるが、「行気」の基本原理は「吐故納新」で、ふる

い気を吐き出し、あたらしい気をいれることによって若

さを保つという考え方からきている。「馬王堆」から出

土した「導引図」（図１）には当時の導引の様子が描か

れているが、呼吸を行いながら導引を行っていることが

見て取れる。『黄帝内經霊樞』病傳第四十二には、岐伯

が黄帝に説いた九針以外に、病気の治療方法として、導

引行気、喬摩、灸熨、刺焫
つ

、飲藥といった治療法の名が

挙げられており、当時、導引行気を用いた治療が行われ

ていた事がわかる。

　また、巻上の卭疏においては

卭疏者、周封史也。能行気練形

卭疏なる者は、周の封史なり。能く気を行
めぐ

らし形を

練る。

とみえる。「練形」とは體
からだ

をねって健全にする道家の術

６）とあり、これは「導引」と同様な身体技法であろう。

　これらの方法は身体を動かして精気のめぐりやすい状

態を作りながら清気を吸って体の目的とする場所に精気

をめぐらせたり、取り入れたり、体に滞っている邪気を

呼気とともに体外に吐き出す方法と考えられる。鍼治療

においても呼吸を利用した手技が呼吸補瀉法として知ら

れており、簡単な方法としては、患者の呼気時に鍼を刺

入し、吸気時に抜鍼する方法を補法、吸気時に刺入し呼

気時に抜鍼する方法を瀉法として利用している。

Ⅳ．結　論

　『列仙伝』は古代中国の仙人の伝記をまとめた書で、

古代中国早期の神仙思想を伝える史料である。書中では

六つの説話で不老長生のための身体技法がみられたが、

これらは老化とともに失われていく精気を異性から取り

込む「房中術」や体を動かしながら呼吸を用いて体内の

精気の新陳代謝を行う「導引行気」や「行気練形」で

あった。これらは古代より実際に行われていた身体技法

で、その内容は馬王堆の医経などからも伺い知ることが

できる。また、その理論は鍼治療の治療理論と同様の考

え方を持ち、鍼の補瀉手技などで応用されている。

注　釈

１）大形徹「『列仙伝』にみえる仙薬について：『神農本草経』

の薬物との比較を通して」（『人文学論集』第６集、６988

年）6６ ～ 79頁。

２）尾崎正治・平木康平・大形徹『鑑賞　中国の古典　第９

巻　抱朴子・列仙伝』、角川書店、６988年。

３）大形徹「房中術の精気と鍼灸の精気」第６3回日本鍼灸史

学会大会講演、特別講演発表資料、日本鍼灸史学会、平

成６7年６６月27日。

４）森立之『神農本草経』、文祥堂書店、６933年。

５）大形徹『不老不死　仙人の誕生と神仙術』、講談社、６992

年、６92 ～ ６98頁。

６）『大漢和辞典　縮寫版　巻６６』大修館書店、昭和5６年　第

５刷。

図１
 （出所）傅挙有・陳松長編著『馬王堆漢墓文物』、湖南出版社、
　　　　一九九二年、一四九頁。
馬王堆から出土した導引図の一部を改変した。
 （注）二人の口元に注目すると、呼吸法を実践しているのがよく
　　　分かる。
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Original Research

The Perpetual Youth and Longevity of the Body Techniques

in the RESSENDEN

Takaけきki NAKAYOSHI

Facきlがけ of Healがh Scienceか１ Kanかai Uniぎeおかiがけ of Healがh Scienceか

Abstract

　The RESSENDEN（列仙伝）iか an impoおがanが legendaおけ かがoおけ くhich paかかed along がhe がhoきghが of eaおlけ ancienが 

Chineかe celeかがial being３ and iが deかcおibeか がhe biogおaphけ of かeぎenがけ celeかがial beingか３

　Theおe aおe かiぐ かがoおieか in がhiか book がhaが くおiががen aboきが がhe bodけ がechniqきe of an eがeおnal けoきがh１ and がheかe がechniqきeか 

aおe called がhe BOCYUJYUTSU（房中術），がhe DOHINKOHKI（導引行気）and がhe KOHKIRENKEI（行気練形）．

　Theかe bodけ がechniqきeか had been pおacがiced かince ancienが がimeか１ and くe can knoく a liががle aboきが iがか conがenがか fおom 

がhe ancienが medical bookか of がhe MAOHTAI（馬王堆）．

　And がhe がheoおけ of がheかe がechniqきeか iか かimilaお がo がhe がheoおけ of Acきpきncがきおe１ かo くe applけ がhe がheoおけ がo がhe HO２

SHA（補瀉：かきpplemenがaがion２peおgaがion おeleaかing） がechniqきeか３ 

Keywords：RESSENDEN１ SENNIN１ The peおpeがきal けoきがh and longeぎiがけ１ Acきpきncがきおe 
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原　　著

男子高校生の自覚的健康度に対する東洋医学的評価

―五臓スコア（FVS）の妥当性―

　　　　　　　　　＊戸村　多郎１）３）　　中井　一彦１）　　坂口　俊二２）３）　　竹村　重輝３）

　　　　　　　　　　福元　　仁３）　　　ル倉澤　茂樹３）　　横井賀津志３）　　　ル寺田　和史４）

　　　　　　　　　　宮井　信行５）　　　ル吉益　光一３）　　宮下　和久３）

＊１）関西医療学園専門学校　東洋医療学科

　２）関西医療大学 保健医療学部 はり灸・スポーツトレーナー学科

　３）和歌山県立医科大学 医学部 衛生学教室

　４）天理大学 体育学部

　５）和歌山県立医科大学 保健看護学部

要　旨

［緒　言］

五臓スコア（The Five Viかceおa Scoおe：FVS）は、東洋医学的「臓」の機能失調を評価するために開発され、肝、

心、脾、肺、腎の５因子７５項目からなる。本研究ではFVSを６8歳未満の健常な男子高校生に適用し、妥当性を検討

した。

［方　法］

高等学校の59名を対象に、五臓スコアの７５項目を含む自覚的健康度を調査した。

［結果と考察］

58名（98３８％）の回答が得られた。FVSの各臓におけるCおonbachのα係数は、肝５３77、心５３89、脾５３77、肺５３66、

腎５３76、全体５３86で、男子高校生にFVS使用の妥当性があった。FVS平均（SD）得点は肝7３５（８３8）、心6３８（９３８）、

脾６６３８（８３6）、肺９３９（７３9）、腎5３6（８３5）であった。下位尺度における各項目の偏りが、床効果で心７5３５%、肺

5５３５%、腎７5３５%、天井効果で脾75３５%になり、脾で有症に偏っていることが評価できた。対象者は、バランスのとれ

た食事や健康的な生活習慣の必要性があった。また質問項目「健康」「ストレス」の有無で、FVSを比較し判別的妥

当性をみたところ、ストレス有りで特に心に差があり、項目内容から対象者は精神的支援が必要であった。

［結　語］

五臓スコアの妥当性が確認できた。スコアを用いることで、若年者の前病段階における疾病予防効果が期待できると

考える。

キーワード：男子高校生、健康、ストレス、五臓スコア（The Five Viかceおa Scoおe：FVS）、妥当性

Ⅰ．緒　言

　思春期における不定愁訴には、頭痛などの「痛み」

や疲労感などの「全身症状」が多く見られ、生活の質

（QOL）を低下させると平岩は報告している１）。また、

厚生労働省地域におけるうつ対策検討会が作成した「う

つ対策推進方策マニュアル」 ２）では、うつ病の身体に

表出する症状では不定愁訴が多いとし、うつ病の基本症

状に位置づけている。さらにマニュアルでは、うつ病は

若年層に高頻度にみられるとしている。これらから思春

期における不定愁訴のケアおよび予防は、若年者のうつ

病対策として重要で、高齢化社会における社会資源とし

て若年者の健康維持は重要課題と考えられる。

　不定愁訴の特徴として訴えは主観的で、他覚的・客観

的所見に乏しい自律神経系の症状であるが３）、不定愁

訴を軽減させる有用な手段として近年東洋医学の鍼灸が
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注目されている４）。鍼灸臨床では、患者が訴える症状

を中心に全身の状態を把握し「証」という治療概念で治

療方針を決める。この証にもとづく患者それぞれに合っ

た治療を随証治療といい、東洋医学では重要とされる５１

６）。このように鍼灸は患者の主観的症状を中心に治療

をおこなうため、不定愁訴に対応できる統合医療である

と考えられる。

　鍼灸において主観的な不定愁訴から証を決定するため

に、患者の主訴を中心とした問診となるが、患者が訴え

る症状だけでは東洋医学的な病態把握ができないため、

鍼灸師からも質問する必要がある。しかし、問診で何を

問うかによって、同じ患者でも証の違いが生じる問題点

がある。東洋医学では同一患者でも受診の度に証が変化

することが起こり得るが、この変化は本当に患者の病態

の変化によるものか、あるいは鍼灸師がおこなう問診内

容の差から生じるものか判断することが難しく、有効性

検証の一つの障害となっている。さらに証の決定には、

症状などを五つの東洋医学的臓（肝･心･脾･肺･腎：五

臓）７－９）に分類しておこなうが、この五臓には機能と

形態の二つの概念が混在しているため、証の解釈を難解

にしている状況がある。

　これらの問題は共通の質問紙を用いることで、簡便に

普遍的な証の確立ができると期待できるため、我々はこ

れまで統計学的手段を用いて東洋医学的診断スコア「五

蔵スコア（The Five Viかceおa Scoおe：FVS）」を作成し

６５１６６）、その信頼性と妥当性を証明してきた ６７）。また近

年、FVSによる東洋医学的症状の判別妥当性が明らか

になりつつある ６８）。FVSは、これまで６8歳以上の対象

者を中心に検討してきたが、若年者の健康維持のため

６8歳未満の適用に関して妥当性を検討する必要がある。

　そこで本研究では、FVSを６8歳未満の高校生に適用

し、主観的健康度に対する東洋医学的評価ができるのか

検討した。対象は健常な高校生とし、先行研究２１６９－６6）

から女子より自覚的疲労や愁訴が低い男子で、さらに一

般的に健康とされる日常的に運動している者とした。

Ⅱ．対象と方法

１．調査の対象と実施

　調査対象は、協力の得られた大阪のある高等学校の

スポーツコースに在籍し、同意が得られた男子生徒

１年生７7名、２年生８７名の合計59名とした。調査は

７５６５年９月中旬で無記名式のFVSおよび健康に関す

る質問紙を集団配布し、調査の依頼をおこなった。

２．倫理的配慮

　一連の研究は、対象校および外部評価者（メディカ

ル･フィットネス協会）から承認を得て実施した。対

象者には、調査の目的について文章と口頭で説明を実

施し、賛同した者のみ質問紙に回答させた。

３．統計処理

　質問項目の信頼性検討にはCおonbachのα係数を

用い、５３7以上を良好とした。下位尺度における偏り

の検討には、項目平均に標準偏差を差し引きして取

り得る得点を超えた項目の含有率を用い、それぞれ

5５%を超えるものを天井効果・床効果があるとした。

また、判別妥当性を検討するための比較にはMann２

Whiがneけ U検定を用い、有意水準を５％とした。以

上の解析は、解析ソフトPASW６8（日本IBM社製）

でおこなった。

４．自覚的健康について

　自覚的な健康およびストレスを示す質問項目「健康

である」「ストレスを感じる」は、Likeおが尺度（５件

法）で、選択肢「ぜんぜんない」「まれに」「ときど

き」「ほとんどいつも」「いつも」のそれぞれ０点から

４点の配点とした。「健康である」は逆転項目のため、

点数変換してから検討した。

５．五臓スコア（FVS）について（図１）

　全７５項目からなるスコアは自己記入式で、５つの

下位尺度「肝」「心」「脾」「肺」「腎」のそれぞれ４つ

の質問項目で構成され、症状の頻度を評価する。質問

項目は自覚的健康と同様のLikeおが尺度（５件法）で

ある。五臓各因子の下位尺度得点を項目合計得点と

し、０から６6点の範囲をとり、値が高いほど症状が

強い状態とした。

　FVS評価における五臓の現代的な解釈は、五臓

の主な機能 ６7１６8）から肝「筋の運動を支配する」、心

「全ての精神活動を支配する」、脾「消化吸収をつかさ

どり活力のもととなる」、肺「呼吸をつかさどり、皮

膚や粘膜など表面の保護をつかさどる」、腎「生命力、

成長、生殖力の根源で若さを保つ」とした。
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図１．五臓スコア
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Ⅲ．結　果

　質問紙には58名（98３８％）の回答があり、年齢は６6３５

±５３7（平均±標準偏差）歳で、その構成は６5歳６７名

（７５３7％）、６6歳８７名（55３７％）、６7歳６９名（７９３６％）で

あった。

　対象者の主観的健康は、健康観が６３９±６３６点、スト

レスが７３７±６３６点で、ストレスが健康観より高値で

あった（表１）。

　 対 象 者 のFVSは 肝6３9±８３8点、 心6３８±９３８点、 脾

６６３８±８３6点、肺９３９±７３9点、腎5３6±８３5点であった。

表１．男子高校生の健康度と五臓スコアによる評価

項　目 平均 標準偏差 Cおonbachしか α 床効果（含有率） 天井効果（含有率）

年齢 ６6３５ ５３7

健康である ル６３９ ６３６ ５３８ ７３5

ストレスを感じる ル７３７ ６３６ ６３６ ８３８

五臓全体 ５３86

肝
　首筋が凝る
　首筋が強ばる
　背中が痛む
　片頭痛がおこる

ル6３9
ル７３７
ル６３7
ル６３7
ル６３９

８３8
６３６
６３７
６３８
６３８

５３77 （ル５３５）
６３６
５３5
５３８
５３６

（ル５３５）
８３８
８３５
７３７
７３8

心
　心配事が多い
　よく悩む
　他に気になる事があり何事も楽しめない
　ため息をつく

ル6３８
ル６３8
ル６３8
ル６３６
ル６３6

９３８
６３８
６３８
６３６
６３７

５３89 （７5３５）
５３5
５３5

－５３６　
５３９

（ル５３５）
８３６
８３６
７３７
７３8

脾
　疲れがとれない
　疲れて横になる
　体が重い
　朝から力がでない

６６３８
ル８３６
ル８３５
ル７３9
ル７３８

８３6
６３５
６３６
６３７
６３９

５３77 （ル５３５）
７３５
６３9
６３7
５３9

（75３５）
９３６
９３６
９３６
８３7

肺
　腹が鳴る
　腹が空いて仕方ない
　鼻水がでる
　しゃっくりが出る

ル９３９
ル６３９
ル６３5
ル５３9
ル５３7

７３9
６３７
６３５
６３５
５３8

５３66 （5５３５）
５３７
５３5

－５３６　
－５３７　

（ル５３５）
７３6
７３5
６３9
６３5

腎
　ボンヤリする
　元気がない
　記憶力が低下する
　ナマけてすぐ横になる

ル5３6
ル６３6
ル６３９
ル５３9
ル６３6

８３5
６３５
６３６
６３６
６３９

５３76 （７5３５）
５３6
５３８

－５３６　
５３７

（ル５３５）
７３7
７３6
７３５
８３５

※床効果：＜５３５　天井効果：９３５＜

先行研究 ６６１６７）の専門学校に在籍する６8歳と６9歳の健

常男性55名のFVS（肝８３６±８３６点、心９３9±９３７点、脾

5３７±８３9点、肺９３9±７３7点、腎８３6±８３９点）と比較し

ても男子高校生で脾の値が突出していた。

　FVSの各臓におけるCおonbachのα係数は、肝５３77、

心５３89、 脾５３77、 肺５３66、 腎５３76、 全 体５３86で、 肺 以

外に整合性があり、男子高校生にFVS使用の妥当性が

あった。

　下位尺度における各項目の偏りでは、床効果で心

７5３５％、肺5５３５％、腎７5３５％、天井効果で脾75３５％にな

り、脾で有症に偏っていることが評価できた。

　次に判別妥当性を検討するため、質問項目「健康であ

る」「ストレスを感じる」において、それぞれ中央値で

健康群（８５名）と非健康群（７8名）、非ストレス群（８8

名）とストレス群（７５名）に分け、FVS各臓の平均得

点を比較した（表２）。

　その結果全体的に非健康群、ストレス群が高値であっ

た。特に健康観では心、脾、腎で非健康群が有意に高値

で、ストレスでは肝、心、脾、肺、腎の全てにストレス

群が有意に高値と判別できた。また、健康観よりストレ

スに得点差があり、心の差が大きくなっていた。

　最後に、肺の内的整合性が低値になる原因を検討する

表２３ 五臓スコア得点を自覚的健康度で比較

項目
健康群（８５名） 非健康群（７8名）

P
平均 標準偏差 平均 標準偏差

肝 6３８ ８３9 7３7 ８３6 ル５３５69
心 5３５ ９３6 7３6 ８３6 ル５３５６５
脾 9３9 ８３8 ６７３8 ７３7 ル５３５５８
肺 ９３７ ７３7 ９３6 ８３６ ル５３79５
腎 ９３6 ８３７ 6３7 ８３6 ル５３５６9

項目
非ストレス群（８8名） ストレス群（７５名）

P
平均 標準偏差 平均 標準偏差

肝 ル5３7 ７３6 ル9３８ ９３6 ル５３５５６
心 ル９３９ ８３７ ル9３8 ９３６ <５３５５６
脾 ６５３９ ８３5 ６８３５ ８３８ ル５３５５5
肺 ル８３5 ７３７ ル6３７ ８３８ ル５３５５７
腎 ル９３5 ７３6 ル7３8 ９３６ ル５３５５８
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ため、二次解析を行った。判別的妥当性を検討したよう

に、対象者を健康観とストレスの中央値で二群に分け、

それぞれのCおonbach のα係数を算出した（表３）。

　その結果、健康群５３56と非健康群５３8５、非ストレス群

５３９６とストレス群５３7９となり、非健康群およびストレス

群の有症群で、肺の整合性が高値であった。

表３３ 五臓スコアの「肺」における信頼性の検討

項目 ｎ Cおonbachしか α

　　　健康群（０－１点） ８５ ５３56

　　非健康群（２－４点） ７8 ５３8５

非ストレス群（０－２点） ８8 ５３９６

　ストレス群（３－４点） ７５ ５３7９

Ⅳ．考　察

　結果から以下のことがわかった。FVSの各臓には整

合性があり、男子高校生にFVS使用の妥当性があった。

さらにFVSで対象者を次のように評価出来た。FVSが、

脾で高値に偏っていた。健康観やストレスに対して、

FVSを指標として比較し有症者を判別できた。特にス

トレスでFVSの判別力が高く、なかでも心の差が大き

くなった。肺は有症者で項目整合性があった。

１．男子高校生へのFVS使用の妥当性について

　各臓のCおonbachのα係数には整合性があり、男子

高校生にFVS使用の妥当性があった。

　今回、男子高校生に実施したFVSの質問内容に妥

当性があったことから、FVSへの回答には医学的知

識を必要としないことが証明された。もともとFVS

は一般の患者に使用するために、近現代の五臓病証が

書かれた書籍を参考に平易な表現を用い、医学的知識

の必要性を解消している ６５）。

　また、先行研究 ６６１６７）において「肺」が他の臓にく

らべ、Cおonbachのα係数や構造方程式モデリングの

パス係数が低く、これら結果の解釈は、我々が残した

課題であった。今回の研究では、「肺」はストレス感

や不健康感が高い群で整合性があり、若年者ではある

が尺度の妥当性が証明された。これは健常者より有症

者が質問項目に当てはまることを示している。さらに

肺の平均合計得点が他の臓より低いことから、肺の症

状を持つ者が少ないことを考慮すると、肺という下位

尺度は、得点が高くなると確実に有症者であることが

判断される尺度であった。

２．男子高校生におけるFVSの評価について

　三浦が「五行論の相生相剋関係はホメオスターシス

にほかならない」 ６9）と述べているように、東洋医学

は病因を生体機能のバランスの崩れとして捉えている

７５）。本研究の対象者はスポーツコースに在籍し、日

常的に運動している健常者であるが、FVSのバラン

スが脾で高値に偏っていた。また、「非健康群」で心、

脾、腎が、「ストレス群」で五臓全てが有意に高値と

なり、ストレスの評価でFVSの判別力が高く、特に

心の差が大きくなっていた。このようにFVSを指標

にして、対象者の健康観やストレスが評価できる判別

的妥当性があった。

　さらに対象者の東洋医学的状態を考えると、全体で

は脾、ストレスを有する者で心に症状の中心があっ

た。これを五臓の主な機能 ６7）で表現すると、脾「消

化吸収をつかさどり活力のもととなる」、心「全ての

精神活動を支配する」となる。また、実際の項目内容

では脾「疲れがとれない、疲れて横になる、体が重

い、朝から力がでない」、心「心配事が多い、よく悩

む、他に気になる事があり何事も楽しめない、ため息

をつく」である。以上のことから対象者は、「常に運

動しているため疲労が蓄積し、活力に影響している」

と考えられ、「バランスのとれた食事や健康的な生活

習慣」の必要性があり、さらにストレスを有する者に

は「メンタル面での生活指導やサポート」が必要であ

ると評価できる。対して東洋医学的に「脾」「心」を

補う経穴（ツボ）を使用した治療が考えられ、東西両

医学によるアプローチが検討できる。

３．FVSの有用性について

　思春期は、体の問題や悩みについて他者に相談でき

ない場合があり、質問紙を用いることで訴えやすくな

ると期待できる。FVSは高校生でも質問内容を理解

することができたことから、その有用性が高いと考え

る。

　東洋医学は、病気にならないための予防的治療を意

味する「未病治」を治療概念とし、医学の中で唯一、

一次予防を最高の治療と考える医療である ７６）。「未

病」は、西洋医学における前病段階のことで、いわゆ

る不定愁訴が主体とされ３）、東洋医学はこの機能的

疾患の治療を得意としている４１ ７７１ ７８）。FVSを６8歳未

満の者に適用することで、西洋医学的に診断基準を満

たさない若年者特有の不定愁訴１１ ６6）に対し、鍼灸に

よる治療が実施可能となり、不定愁訴のケアおよび予

防による若年者のうつ病対策としても有効な手段とな
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り得る。

　今後、女子も含め若年者へのFVS適用の検討を重

ねていくことで、東洋医学が６8歳未満者の健康的な

成長の一助となると考える。

　最後に、FVSを一元的に比較検討できるエビデン

スのあるスコアが存在しないため、現在、Medical 

Oきがcome Sがきdけ Shoおが２Foam ８6２Iがem Healがh Sきおveけ 

veおかion ７（SF２８6v７）日本語版を外的基準とし、FVS

における健康評価の詳細な妥当性を検討している。

Ⅴ．結　論

　FVSを６8歳未満の健常な男子高校生に適用し、主

観的健康度に対する東洋医学的評価ができるのか検討

した。結果から、FVSの各下位尺度には整合性があ

り、男子高校生にFVS使用の妥当性があった。さらに、

FVSによる対象者の評価では、全体的に脾が高値に偏

り、バランスのとれた食事や健康的な生活習慣の必要性

が示唆された。また、自覚的健康度やストレスの高低で

FVSを比較して判別ができた。特にストレスでFVSの

判別力が高く、メンタル面でのサポートが必要と評価で

きた。最後に、肺は有症者で項目の整合性があった。
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Abstract

[Inがおodきcがion]

The Five Viかceおa Scoおe (FVS) くaか developed がo objecがivelけ evalきaがe がhe malfきncがion of がhe “viかceおa” in oおienがal 

medicine３ FVS iか a かcoおing かけかがem conかiかがing of ７５ qきeかがionか aかかociaがed くiがh でve oおganか３ The pきおpoかe of がhiか 

かがきdけ iか がo inveかがigaがe がhe validiがけ of FVS foお noおmal high かchool boけか けoきngeお がhan ６8 けeaおか old３

[Meがhodか]

FVS くaか meaかきおed among 59 people enおolled in かpoおがか coきおかeか aが a high かchool in Oかaka１ Japan３ The 

meaかきおemenが くaか がaken がo evalきaがe がhe かきbjecがive healがh in high かchool boけか３

[Reかきlがか & Diかcきかかion]

A がoがal of 58 people (98３８%) おeかponded３ Cおonbachしか alpha of FVS くaか ５３77 foお liveお１ ５３89 foお heaおが１ ５３77 foお 

かpleen１ ５３66 foお lきng１ ５３76 foお kidneけ１ ５３86 oveおall１ かきggeかがing applicabiliがけ of FVS がo high かchool boけか３ FVS 

かcoおing mean (S３D３) くaか 7３５ (８３8) foお liveお１ 6３８ (９３８) foお heaおが１ ６６３８ (８３6) foお かpleen１ ９３９ (７３9) foお lきng１ 5３6 (８３5) foお 

kidneけ３ The deとecがion of each facがoお くaか ７5３５% foお heaおが１ 5５３５% foお lきng１ ７5３５% foお kidneけ bけ a とooお efecが１ and 

75３５% foお かpleen bけ ceiling efecが１ かhoくing がendencけ of being poかiがive foお がhe かpleen３ The おeかきlが かきggeかがか がhaが 

がhe かきbjecがか がake a balanced dieが and keep a healがhけ lifeかがけle３ Addiがionallけ１ FVS くaか compaおed accoおding がo がhe 

coおおeかponded anかくeお foお “healがhけ” and “かがおeかかed”３ Iが appeaおed がhaが がhe “かがおeかかed” gおoきp かhoくed a diかがincがive 

difeおence in がhe “heaおが” かcoおe and おeqきiおed かきppoおが in menがal healがh３

[Conclきかion]

The validiがけ of FVS くaか conでおmed がhおoきghoきが がhiか かがきdけ３ FVS pおeかenがか a poがenがial conがおibきがion がo illneかか 

pおevenがion aが がhe pおe２illneかか かがage of けoきngeお peおかonか３

Keywords：high かchool boけか１ healがh１ かがおeかか１ がhe Five Viかceおa Scoおe (FVS)１ validiがけ
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ALPS疾患モデルMRL４lprマウスに及ぼす灸刺激の影響

原　　著

ALｂS疾患モデルMRL４lprマウスに及ぼす灸刺激の影響

本多　栄洋

関西医療大学　基礎医学ユニット

要　旨

【目的】Fas遺伝子にレトロトランスポゾンが挿入されたALPS疾患モデル動物MRL４lprマウスに灸刺激を行い、リンパ

器官におけるサイトカイン環境および正常Fas遺伝子の発現へ及ぼす影響を検索した。

【方法と対象】雌性MRL４lprマウス（n=６７）の腎兪穴相当部位（BL７８）へ週２回の灸刺激を合計９回行った。施灸およ

び非施灸マウスの胸腺と頸部リンパ節を対象としてサイトカインやFasのmRNA発現をRT２PCRにより解析した。

【結果】施灸マウスの胸腺ではIFN２βの有意な増加、IL２６7の有意な減少がみられた。さらに、頸部リンパ節では

nきcleobindin、正常Fas遺伝子、Foぐp８の有意な増加が示された。

【考察】MRL４lprマウス腎兪への灸刺激は、制御性T細胞やサイトカインの遺伝子発現に影響を与え、また、レトロトラ

ンスポゾンによるアポトーシス異常にも影響を及ぼす可能性が示された。

キーワード：レトロトランスポゾン、Fas遺伝子、MRL４lprマウス、灸刺激、ALPS

Ⅰ．緒　言

　近年、自己免疫疾患など多くの疾患の発症病因と遺伝

素因の関係１２ ４）が報告されており、医療における遺伝

子治療の重要性５γ ６）が高まっている。自己免疫疾患と

は、免疫系が自己成分に対する免疫学的寛容を失った結

果、自己に対する過剰な免疫反応が起こり自己を構成す

る細胞や組織、臓器が炎症性に破壊されることが原因で

発症すると考えられている。

　現在、この疾患の治療は、免疫抑制剤や消炎剤、生物

製剤などを用いた薬物療法が中心となっているが、患者

のQOL（qきaliがけ of life）を改善するために漢方薬の処

方７２ ９）や鍼灸治療などの東洋医学的治療法が併用され

ることがあり、関節リウマチやシェーグレン症候群の患

者に対する鍼灸治療の有効性が報告されている ６５γ ６６）。

　また、鍼灸刺激は生体の免疫系に影響を及ぼす作用を

もつと考えられており、特に、灸と免疫系の関係につい

ては鍼灸施術者の意識や関心が高く、臨床現場では免疫

系への効果を期待する灸治療が実施されている ６７）。こ

の点に関して、過去に笠原らは健常人を対象にして研究

を行い、施灸が免疫細胞のサイトカイン産生能に影響を

与え、抗原への応答に必要な免疫能を高める可能性を

もつことを報告した ６８）。さらに、基礎研究では、小型

実験動物を対象にしてリンパ球芽球化反応 ６９）、ナチュ

ラルキラー活性 ６5）、抗体産生能 ６6）、サイトカイン産生

能 ６7）などへの灸刺激の影響が検索され、施灸が免疫系

の活性化やサイトカインバランスの調節に作用すること

が報告されている。しかしながら、自己免疫疾患に関し

て、実験動物を対象に灸の影響を探る基礎実験について

は過去の報告例が極めて少なく、同疾患に対する灸の作

用には不明な点が多い。

　一方、６978年に系統が確立されたMRL４MpJ２lpr４lpr

マウス（以下、MRL４lprマウス）は、細胞のアポトー

シス誘導に関与するFaか抗原の遺伝子に突然変異が起

きた lprル（lけmphopおolifeおaがion）遺伝子を有するため、

Faか抗原の機能欠損が起こり、同一個体内で種々の自己

免疫現象が多発的に起こる膠原病の疾患モデル動物とし

て知られている ６8γ ６9）。

　さらに、このマウスは生後８週齢以降になると脾臓

や全身のリンパ節で自己反応性のCD８＋CD９－CD8－T

細胞（doきble negaがive T細胞、以下、DN２T）の異常

蓄積が起こり著しい腫脹を自然発症することから、ヒ

トで同様の表現型を示す自己免疫性リンパ増殖症候群

（aきがoimmきne lけmphopおolifeおaがive かけndおome、 以 下、
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ALPS）の疾患モデル動物とも考えられている ７５２７８）。

　そこで本研究ではALPSモデル動物としてのMRL４

lprマウスを対象に用い、灸刺激が同マウスの中枢性お

よび末梢性リンパ器官におけるサイトカイン環境に及ぼ

す影響について遺伝子発現を指標に検討した。また、自

己免疫疾患発症への関与が示唆されているDNA結合タ

ンパク質および抑制性T細胞の転写因子、さらに正常

Fas遺伝子の発現への影響についても検討した。

Ⅱ．対象と方法

１．対　象

　対象にはMRL４lprマウス（雌性、n=６７、９週齢、

体重８５ ～ ８7g、日本SLC）およびFas遺伝子に変異

を持たない野生型マウス（MRL＋４＋、雌性、ｎ＝

３、９週齢、体重７9 ～ ８５g、日本SLC）（くild がけpe、

以下、WTマウス）を用いた。

　これらのマウスは、関西医療大学動物実験センター

において、室温が７６±６℃で、明期・暗期ともに管理

されたSPF（かpeciでc paがhogen fおee）室内で飼育さ

れた。飼育期間中、餌および水はいずれも自由摂取と

した。

　なお、本研究は、関西医療大学の動物実験委員会に

おける審査と承認を経て実施した。

２．実験群および刺激方法

　MRL４lprマウスは加齢に伴う病状の進行によって

図１に示すように頸部リンパ節に著しい腫脹が認めら

れるようになる。今回はこのような変化が起こる以前

の４～８週齢までの発症初期を対象として灸刺激を行

い、９週齢で試料を採取した。

図１．MRL４lprマウスの頸部リンパ節の腫脹

　灸刺激は長さ５mmに切断した直径１mmの糸状灸

（手指用糸もぐさ、精華鍼灸製作所、HUAM２DONG 

YNGSAN２GU SEOUL、韓国製）を用いて、背部を

除毛したMRL４lprマウス（ｎ＝６）の左右腎兪穴相

当部位（BL７８）にペントバルビタール麻酔下で行っ

た（図２）。１回の刺激量は左右５壮ずつの透熱灸と

し、これを刺激期間中に週２回の割合で合計９回行っ

た。また、麻酔処置のみを行ったMRL４lprマウス

（ｎ＝６）とWTマウス（ｎ＝３）を対照群として比

較した。

図２．マウス腎兪相当部位（BL７3）への施灸

３．検索方法

（６）Spleen indeぐ

　各群マウスにおける脾臓の腫脹を数値で表して比較

するため、次式でマウスの単位体重当たりの脾臓の重

量を求め、かpleen indeぐ（以下、SI）とした ７９）。

SI＝脾臓の重量（g）÷マウスの体重（g）×６５５５

　（７）Reveおかe がおanかcおipがion２polけmeおaかe chain 

おeacがion

　各群マウスの胸腺および頸部リンパ節の細胞から

RNA抽出用試薬（ISOGEN、ニッポンジーン）を用

いてがoがal RNAを抽出した。吸光度計を用いて、得

られたRNAの濃度を調整した後、各サンプル７μg

のRNAから逆転写酵素（RevaTおa Ace、TOYOBO）

を用いて８7℃で１時間逆転写を行い、cDNAを合

成した。次に、得られたcDNAを鋳型としてサイ

ト カ イ ン（IFN２αγ IFN２βγ IFN２γγ IL２６５γ IL２６7γ 

TGF２β）、制御性T細胞の特異的転写因子Foおkhead 

boぐ pおoがein ８（以下、Foぐp８）、DNA結合型タンパ

ク 質nきcleobindin（ 以 下、Nきc）、 正 常Faかお よ び

glけceおaldehけde２８２phoかphaがe dehけdおogenaかe（以下、

GAPDH）遺伝子の増幅用プライマー（表１）を用

いてTaq DNAポリメラーゼ（Ampli Taq、Applied 

Bioかけかがemか）による増幅反応を行った。サーマルサ

イクラー（MけCけcleお、BioRad）の条件は9９℃で6５

秒間の反応の後、変性温度9９℃で９５秒間、アニー

リング温度58℃で８５秒間、そして伸長温度を7７℃

で6５秒間となるよう設定し、各プライマーとも８９サ

イクルの増幅をかけてPCR産物を合成した。得ら

れたPCR産物は、マーカー色素（ぐ6 Loading dけe、

TOYOBO）とよく混合し、３％アガロースゲルによ
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る電気泳動にて分離した（６５５V、８５分間）。泳動終了

後、エチジウムブロマイドにて染色したゲルをUVト

ランスイルミネーター（NTM２６５、フナコシ）に移動

させ、デジタルカメラ（Canon S95）によりバンドを

非圧縮RAW形式で撮影した。得られた電気泳動の画

像データを画像解析ソフト（Scion Image）で処理し

て半定量的に解析を行い、それぞれのバンドパターン

を数値化した ７5）。得られたデータは、ハウスキーピ

ング遺伝子であるGAPDH mRNAの発現量を内部標

準として補正し、相対値を算出した。

４．統計処理

　 各 検 索 で 得 ら れ た 結 果 は 平 均 値 ± 標 準 偏 差 で

表 し た。 有 意 差 の 検 定 に 関 し て は、One２facがoお 

ANOVA７6） で 有 意 差 が 認 め ら れ た も の に 対

し、Tきkeけ２Kおameお法 で 多 重 比 較 検 定 を 行 っ た

（p<５３５5）。

Ⅲ．結　果

１．脾臓の腫脹とspleen index、および体重

　MRL４lprマウスの脾臓は同週齢のWTマウスの脾

臓に比べて著しい腫脹を示しており、その断面には白

脾髄が大部分を占めていることが肉眼的に観察された

（図３）。

図３　MRL４lprマウスの脾臓の腫脹

　また、マウスの単位体重当たりの脾臓重量を示す

SIは、MRL４lprマウスではWTマウスSIの約３倍の

数値を示した。WTマウスに比べ、非施灸マウスのSI

は有意に増加（p<５３５5）し、施灸マウスにおいても同

様の結果（p<５３５5）が示された。非施灸マウスと施灸

マウスとの比較では、両者間には有意差は認められな

かった（図４）。

　しかし、WTマウスに比べ、非施灸マウスの体重は

有意に増加（p<５３５5）しているのに対し、施灸マウス

の体重に有意差は認められなかった（図４）。

表１．RT２ｂCRに使用したプライマーの塩基配列一覧

検索mRNA 塩基配列

IFN２α
5し２pおimeお CACAGTCCAGAGAGCCATCA

８し２pおimeお CATTCCAAGCAGCAGATGAA

IFN２β
5し２pおimeお ATAAGCAGCTCCAGCTCCAA

８し２pおimeお TCCCACGTCAATCTTTCCTC

IFN２γ
5し２pおimeお AACGCTACACACTGCATCT

８し２pおimeお GCAGCGACTCCTTTTCCGCT

IL２６7
5し２pおimeお TCCAGAAGGCCCTCAGACTA

８し２pおimeお ACACCCACCAGCATCTTCTC

TGF２β
5し２pおimeお CTGCTGCTTTCTCCCTCAAC

８し２pおimeお GACTGGCGAGCCTTAGTTTG

Nきc（Nきc６）
5し２pおimeお AGGTTCTGCCTCCCTCTCTC

８し２pおimeお AGTCCCAGGCAGAGCTGATA

Foぐp８
5し２pおimeお CCTAGCCCCTAGTTCCAACC

８し２pおimeお CCAGATGTTGTGGGTGAGTG

Faか
5し２pおimeお CGCTGTTTTCCCTTGCTGCA

８し２pおimeお ACAGGTTGGTGTACCCCCAT

GAPDH
5し２pおimeお CGGTGTGAACGGATTTGGCCGTAT

８し２pおimeお GGCCTTCTCCATGGTGGTGAAGAC

（Faかのプライマー塩基配列に関しては文献６9に基づき、デザインした。）
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２．胸腺（中枢リンパ器官）に及ぼす影響

　MRL４lprマウスでは胸腺細胞のアポトーシス不全

が起きていると考えられていることから、アポトーシ

ス誘導との関連が報告されているIFN２βの発現に関

して灸刺激の影響を検討したところ、施灸マウス胸腺

では非施灸マウスに比べてIFN２β mRNA発現に有

意な増加（p<５３５5）が示された（図５）。また、同マ

ウスは正常Fas遺伝子の他に、同遺伝子領域に６68bp

のレトロトランスポゾンが挿入された変異Fas遺伝子

（lpr遺伝子）を持つことから、レトロトランスポゾン

挿入領域を挟む設定でデザインされたプライマー ６9）

を用いて胸腺における正常Faか mRNAの発現を検索

したところ、施灸マウスと非施灸マウスの発現量には

有意な差は認められなかった（データ非掲載）。

　また、自己免疫疾患の発症に関与するヘルパー T

細胞であるTh６7が産生するIL２６7は施灸マウスで有

意に減少（p<５３５5）することが示された（図５）が、

IFN２α、IFN２γ、TGF２β、IL２６５のサイトカイン発

現およびNきc、Foぐp８については有意な変化は認めら

れなかった（データ非掲載）。

図４．Spleen indexおよび体重の変化
WTマウス（n＝３）に比べ、非施灸マウス（n＝６）および施
灸マウス（n＝６）のかpleen indeぐは有意に増加した。しかし、
WTマウスに比べ、非施灸マウスの体重は有意に増加したが、施
灸マウスの体重増加は抑えられた。
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図５　胸腺のサイトカインmRNA発現（相対値）の変化（a）
　　　およびアガロースゲル電気泳動のバンドパターン（b）
非施灸マウスに比べ、施灸マウスのIFN２βは有意に増加し、
IL２６7は有意に減少した。

３．頸部リンパ節（末梢リンパ器官）に及ぼす影響

　自己免疫疾患およびアポトーシス誘導に関与するNきc

の発現に関して末梢リンパ器管である頸部リンパ節を対

象に検索したところ、Nきc mRNAはWTマウスに比べ

て非施灸マウスで有意差は認められなかったが、WTマ

ウスに比べて施灸マウスで有意に増加（p<５３５5）してい

ることが示された（図６）。

　 正 常Faか mRNAの 発 現 に つ い て は、 非 施 灸 マ ウ

ス、施灸マウスともにWTマウスに比べて有意に減少

（p<５３５5）していた。しかし、施灸マウスでは非施灸マ

ウスに比べて正常Faか mRNAが有意に増加（p<５３５5）

していることが示された（図６）。

　また、末梢において自己免疫疾患の発症抑制への関与

が考えられている制御性T細胞の特異的マーカーである

Foぐp８のmRNA発現は、非施灸マウスではWTマウス

に比べて有意に低かった（p<５３５5）が、施灸マウスでは

非施灸マウスに比べて有意に増加（p<５３５5）しているこ

とが示された（図６）。

　 一 方、 サ イ ト カ イ ン の 発 現 に 関 し て はIL２６５の

mRNAがWTマウスに比べ非施灸マウスで有意に増加

（p<５３５5）し、さらに、非施灸マウスに比べ施灸マウス
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の有意な増加（p<５３５5）が示された（図６）。IFN２α、

IFN２β、IFN２γ、IL２６7およびTGF２βについては有意

な変化は認められなかった（データ非掲載）。
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図６．頸部リンパ節のNuc、サイトカインmRNA発現と正常Fas
　　　遺伝子 mRNA発現（相対値）の変化（a）
　　　およびアガロースゲル電気泳動のバンドパターン（b）
WTマウス（n＝３）に比べ、施灸マウス（n＝６）のNきcと
IL２６５は有意に増加した。
また、非施灸マウス（n＝６）に比べ、施灸マウスの正常Faかと
Foぐp８は有意に増加した。

Ⅳ．考　察

　今回の研究では、ALPSモデル動物と考えられている

MRL４lprマウスに対して腎兪への灸刺激を行い、中枢

リンパ器官の胸腺と、末梢リンパ器官の頸部リンパ節を

対象にその影響を検索した。

　MRL４lprマウスでは、アポトーシス誘導に関連する

Fas遺伝子へレトロトランスポゾンが挿入されることに

より生じた漏出性突然変異（leakけ mきがaがion）がFas

遺伝子の機能欠損を引き起こし、胸腺のT細胞セレク

ションが正常に行われない。そのため、末梢に異常な形

質を持つ自己反応性のDN２Tが蓄積し種々の自己免疫疾

患の発症に関連すると報告されている ７５２７８）。MRL４lpr

マウスに発現する正常Faかと変異Faかの比率は、T細胞

セレクションが行われる胸腺で最重要と思われてきた。

　しかし、今回、灸刺激が頸部リンパ節の正常Faか 

mRNAを 増 加 さ せ た 結 果 は、 末 梢 リ ン パ 器 官 へ の

DN２T蓄積に対して灸刺激が影響を及ぼす可能性を示唆

するものである。

　一方、胸腺では頸部リンパ節のように正常Faかの発

現増加はみられなかったが、アポトーシスへの関与が

推察される興味深い所見が得られた。まず、IFN２β 

mRNA発現が灸刺激によって胸腺で有意に増加した。

IFN２βは抗ウイルス作用、腫瘍細胞の増殖抑制作用を

示すほか、p53遺伝子の発現を誘導することが報告が

されている ７7）。灸刺激によりIFN２βが有意に増加し

たことでp53遺伝子の発現が誘導され、胸腺内でアポ

トーシスが促進された可能性が考えられる。しかし、

IFN２β と 同 じ Ⅰ 型IFNに 属 しSLE（かけかがemic lきpきか 

eおけがhemaがoかきか）発症に伴う増加が報告されている

IFN２α ７8γ ７9）については変化はみられなかった。

　また、頸部リンパ節では、灸刺激によりNきc mRNA

発現が有意に増加した。NきcはMRL４lprマウス細胞の

アポトーシスから発見されたDNA結合型の分泌タンパ

クで ８５γ ８６）、正常なリンパ節細胞や肝臓、腎臓などの細

胞で発現している ８５）。MRL４lprマウスではリコンビナ

ントNきcの投与で自己免疫応答と胸腺のアポトーシス

が誘導されることから、Nきcは自己免疫疾患とアポトー

シスの制御に対して重要な役割を持つと考えられている

８７γ ８８）。

　また、BALB４cマウスとMRL４lprマウスへのNきc投

与では、BALB４cマウスではDN２Tが増加したがMRL４

lprマウスでは逆にDN２Tが減少したことも報告されて

いる ８６）。

　これらのことから、今回得られたNきcの発現増加は、

灸刺激MRL４lprマウスで末梢に蓄積する異常な形質の

DN２Tを減少させてALPS様の症状の進行を軽減させる

可能性があると考えられる。同時に、正常Fas遺伝子

mRNAの発現が増加した頸部リンパ節内でアポトーシ

ス誘導を促進した可能性が考えられる。

　上述の如く、MRL４lprマウスではFas遺伝子へレト

ロトランスポゾンが挿入されてアポトーシスの機能不全

が生じている。レトロトランスポゾン遺伝子にはLTR、

PBS、PR、RT、RH、H４C、INの 配 列 が あ り、 レ ト

ロウイルスと相同性の高い構造を持っている ８９）。その

ため、多発性硬化症関連レトロウイルスに対する治療

として使われているIFN２β ８5）が灸刺激で増加したこ

とは、レトロトランスポゾンに対しても影響を及ぼし

た可能性がある。さらに、IFN２βは外在性レトロウイ
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ルス（HIV、HTLV２６）および内在性レトロウイルス

に対して抗レトロウイルス作用があると報告され ８6γ８7）、

HTLV２６トランスジェニックマウスは、加齢に伴いヒト

リウマチ様関節炎を自然発症すると報告されている ８8）。

　さらに、ヒトの脳内でレトロトランスポゾンが可動し

タンパクをコードする報告 ８9）や、MRL４lprマウスと

WTマウスのF６の胸腺ではFas遺伝子内部にレトロト

ランスポゾンが挿入されている報告 ９５）もある。これら

のことから、MRL４lprマウスのFas遺伝子に挿入され

たレトロトランスポゾンに対してIFN２βが作用し、結

果的に正常Faか mRNAの発現が増加した可能性が考え

られる。

　近年、新たに発見されたTh６7は、ナイーブT細胞が

IL２6、IL２７８、TGF２βの共存下で分化するヘルパー T細

胞のサブセットであり、そのTh６7が産生するサイトカ

インであるIL２６7は、自己免疫疾患をはじめとする種々

の炎症性疾患の原因になることが報告されている ９６）　

（図７）。

　また最近では、SLE患者やMRL４lprマウスのDN２T

がIL２６7を産生することが報告され、自己免疫の病態進

行への影響が示唆されている ９７γ ９８）。今回の実験で得ら

れた胸腺のIL２６7 mRNA発現については、施灸マウス

が非施灸マウスに比べて有意に減少を示したことから、

灸刺激はIL２６7の分泌やTh６7の活動に影響を及ぼして

いることが予想された。

　また、灸刺激は頸部リンパ節でTおeg特異的転写因子

であるFoぐp８ mRNAを有意に増加させた。Foぐp８は胸

腺で分化し末梢で自己応答を制御するnTおeg（naがきおal 

Tおeg） ９９）の分化成熟に必須な転写因子 ９5）であり、その

増加は免疫応答を能動的に収束させ自己免疫疾患を回避

させる ９6）。

　また、分化したTおegはTh６7に作用してその活動

を 抑 制 す る ９7）（ 図 ７）。 さ ら に、Foぐp８欠 損 マ ウ ス

（Scきおfけマウス）では著しいリンパ増殖が起こることも

図７．末梢におけるT細胞の分化とサイトカインの作用の関係

報告されている ９8γ ９9）。

　今回の結果はMRL４lprマウス末梢リンパ器官内で

WTマウスに比べ低下していたMRL４lprマウスのTおeg

活性が灸刺激で回復しTh６7の抑制に関与 ９7）した可能

性を示唆する。しかし、Tおeg分化に必須とされるTGF２

β発現に変化が得られなかったことから、灸刺激が

MRL４lprマウスのTおeg減少に対して抑制的な影響を及

ぼした可能性が考えられる。

　MRL４lprマウスは、細胞性免疫が亢進しIFN２γの分

泌が増加したTh６型の自己免疫反応を示すと考えられ

ている 5５γ 5６）。確かに、非施灸マウスのIFN２γ mRNA

発現は、WTマウスより高い傾向があり、Th６優位の傾

向がみられた。Th６４Th７バランスという観点からみれ

ば、灸刺激はTh６サイトカインであるIFN２γを増加さ

せてサイトカインバランスの調整に作用する可能性が示

唆されている ６８γ ６7）。また、IFN２γがTh６7の分化に対

して抑制的に作用する報告もあることから ９６）、その発

現の変化を調べてみた。

　今回は有意差は得られなかったが施灸により胸腺と頸

部リンパ節のIFN２γ発現の増加傾向がみられ、灸刺激

はTh６サイトカインを増加させるという過去の報告 ６８γ 

６7）と一致する傾向をみた。IFN２γが腫瘍の抗増殖作用、

抗ウイルス作用をもつとの報告があることから 5７γ 5８）、

IFN２β同様、レトロトランスポゾンに対して何らかの

影響を及ぼす可能性も考えられる。

　さらに、過去に宇都宮は、腫瘍を皮下移植したマウス

の腎兪に灸刺激を行うと、移植細胞数が多い場合は隔日

から４日毎間隔の灸刺激が腫瘍の増殖に対して抑制的に

作用することを報告した ６5）。本実験で用いたMRL４lpr

マウスで増殖するDN２Tは、Fas遺伝子の変異によりア

ポトーシスに異常が起こった結果として蓄積された本来

は排除されるべき細胞である。

　したがって、この細胞は本質的に腫瘍とは異なるが、

細胞の非生理的な増殖性反応に対して腎兪への灸刺激が

示す抑制作用という点では、宇都宮の報告と関連する部

分があると考えられる。

　また、抑制性サイトカインとして知られるIL２６５は、

正常マウスにおいてIL２６7の分泌の抑制に作用すること

が報告されている 5９γ 55）。WTマウスに比べて非施灸マ

ウスで有意に増加していることがわかった。さらに、非

施灸マウスに比べて施灸マウスでは、IL２６５が増加傾向

を示す結果を得た。

　MRL４lprマウスにおける脾臓の腫脹は早期から始ま

ることが報告されている 56）。今回、脾臓の腫脹の指標

としてSIを求めたが、施灸マウスと非施灸マウスにお
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いて明確なデータを示すことができなかった。非施灸マ

ウスに比べて施灸マウスは、体重増加が抑えられたこと

が関係していると思われる。

Ⅴ．結　語

１．自己免疫性リンパ増殖症候群の疾患モデル動物であ

るMRL４lprマウスの腎兪相当部位へ灸刺激を行っ

た。

２． 灸 刺 激 はIFN２β とnきcleobindin、 正 常Faかの

mRNA発現を有意に増加させ、リンパ器官内にお

けるアポトーシスに影響を与える可能性が示され

た。

３．灸刺激マウスにおけるFoぐp８の有意な増加とIL２６7

の有意な減少から、自己免疫疾患の発症への関与が

知られているTh６7への影響が推測された。

４．灸刺激はMRL４lprマウスの免疫異常とレトロトラ

ンスポゾン挿入によるアポトーシス異常に影響を与

え、自己免疫性のリンパ球増殖症の進行を緩和する

作用をもつ可能性が示唆された。
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ａriginal Research

Efect of the Moxibustion to MRL４lpr Mice１ an Experimental Model

 of Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome Caused

by the Retrotransposon２Inserted Fas Gene Mutation

Takahiおo　HONDA

An eぐpeおimenがal medicine きniがγ Kanかai Univeおかiがけ of Healがh Scienceか

Abstract

[Inがおodきcがion]

MRL４lpr miceγ an eぐpeおimenがal model of aきがoimmきne lけmphopおolifeおaがive かけndおome caきかed bけ 

おeがおoがおanかpoかon inかeおがion inがo Fas geneγ くeおe condきcがed bけ moぐibきかがion かがimきlaがion in oおdeお がo inveかがigaがe 

がhe efecが on がhe cけがokine enviおonmenが in がhe cenがおal and peおipheおal lけmphoid oおganかγ and an eぐpおeかかion of 

apopがoかiか２おelaがed gene inclきding noおmal Faか３

[Maがeおialか and Meがhodか]

A がoがal of 9 がimeか of moぐibきかがion かがimきlaがion くeおe peおfoおmed on がhe boがh かideか of back acきpoinがか (Shenかhきγ 

BL７８) of けoきng female MRL４lpr mice (n=６７) がくice in a くeek３ Bけ きかing がhe がechniqきe of a おeveおかe がおanかcおipがion２

polけmeおaかe chain おeacがionγ mRNA eぐpおeかかion of IFN２αγ ２βγ ２γγ IL２６５γ ２６7γ Foぐp８γ nきcleobindin and noおmal 

Fas in がhけmきか and ceおvical lけmph nodeか くeおe analけzed in がhe moぐa２かがimきlaがed oお non２かがimきlaがed mice３ 

[Reかきlがか and Diかcきかかion]

In がhけmきかγ かignificanが incおeaかe of IFN２β mRNA and かignificanが decおeaかe of IL２６7 mRNA くeおe foきnd in 

がhe moぐa２かがimきlaがed mice３ And alかo かignificanが incおeaかe of Foぐp８γ nきcleobindinγ and a noおmal Faか mRNA 

くeおe conでおmed in がhe ceおvical lけmph nodeか in がhe moぐa２かがimきlaがed mice３ Given がhaが がhe paがhogeneかiか of がhiか 

aきがoimmきne diかeaかe iか おeかきlがed fおom がhe abeおおanが dおive of Th６7 and がhe fきncがional diかoおdeお of Faか gene bけ 

おeがおoがおanかpoかonγ がheかe おeかきlがか かきggeかが がhaが moぐibきかがion かがimきlaがion coきld help がhe おecoveおけ of かきppおeかかive 

efecが againかが Th６7 and がhe noおmal apopがoかiか paがhくaけ dきおing がhけmic T cell かelecがion３

[Conclきかion]

Moぐibきかがion かがimきlaがion coきld aががenきaがe がhe diかeaかe pおogおeかかion of aきがoimmきne lけmphopおolifeおaがive かけndおome 

in MRL４lpr mice３

Keyword：おeがおoがおanかpoかonγ Fas geneγ MRL４lpr miceγmoぐibきがion かがimきlaがionγ ALPS
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文献研究

運動イメージが中枢神経機能と脊髄神経機能興奮性変化に

与える影響に関する文献的研究

文野　住文１）　　鈴木　俊明２）

１）関西医療大学大学院　保健医療学研究科

２）関西医療大学保健医療学部　臨床理学療法学教室

要　旨

　近年、リハビリテーションにおける運動イメージの有効性が注目されている。運動イメージにより、運動実行時と同様

に神経機構を賦活することができるとされている。運動イメージが中枢神経機能の興奮性を増大させるという報告は数多

くされているものの、脊髄神経機能の興奮性に与える影響においては、一定の結果が得られていない。本論文では、運動

イメージが中枢神経機能、脊髄神経機能の興奮性に与える影響について諸家らの文献を読み、考察を行った。

キーワード：運動イメージ、F波、中枢神経機能、脊髄神経機能

Ⅰ．緒　言

　近年、リハビリテーションにおける運動イメージの有

効性が注目されている。運動イメージを想起することに

より、実際の運動実行と同様の神経機構を賦活すること

ができ、実際の運動と類似の学習効果があるとされ、こ

の結果を支持する報告も少なくない１１ ２１ ３）。これより

運動イメージは、随意運動が困難な患者に対して身体的

な負荷を増加することなく、中枢レベルでの運動を反復

できる有効な治療手段の一つとして考えられ、医学的問

題で身体活動が制限されている時や運動実施が禁忌な場

合においても、運動イメージにより運動機能の改善を図

ることができると考えられる。

　本論文では、運動イメージが中枢神経機能と脊髄神経

機能の興奮性にどのような変化をもたらすかを検討する

ため、諸家の論文を読みまとめた。まず運動イメージに

ついて述べ、次に運動イメージが中枢神経機能興奮性に

与える影響、脊髄神経機能興奮性に与える影響について

諸家らの論文を紹介するとともに各々について考察を

行った。

Ⅱ．運動イメージとは

　運動イメージは、当人の過去の身体運動に関する体験

から蓄積されてきた記憶像や、それにより形成されたも

ろもろの心像群をもとに分解合成され、現時点において

意図に最もよく合致するものとして作成されたものであ

る。一定の運動に習熟する過程で意識の中で観念的に形

成された運動イメージは、実際の動作において具現化

し、さらにその体験をもとに新たな運動イメージが形成

される。このように技能の進歩と運動イメージとは密接

な関係にあり、相互に作用しながら学習が行われてい

く。

　運動イメージは、そのイメージの主体が自己か他者か

により分類できる。前者は、自分自身が運動を行ってい

ることをイメージする一人称的な筋感覚的イメージであ

る。後者は、他者が運動していることをイメージする三

人称的な視覚イメージである。またイメージの要素とし

て、空間的（方向、振幅）、時間的（同時性、連続性）、

力的（筋の緊張度）といった分類がある。さらに運動イ

メージの質として、明瞭性と統御可能性（イメージの変

換、操作）が考えられている。本論文では、一人称イ

メージについて取り上げることとする。
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Ⅲ．運動イメージが中枢神経機能に与える影響

　運動イメージが中枢神経機能に与える影響に関する論

文を以下に読みまとめた。まず中枢神経機能興奮性変化

の検討方法について紹介し、各々における運動イメージ

効果について述べる。

　運動イメージが中枢神経機能に与える効果を計測す

るために、陽電子放射画像撮影法（Poかiがおon Emiかかion 

Tomogおaphけ：PET）や機能的核磁気共鳴画像撮影法

（fきncがional Magneがic Reかonance Imaging：fMRI）が

用いられている。特に脳のどの部位が活動しているかと

う点においては、空間分解能に優れているfMRIを用い

て、系列運動を行った際の脳血流量を測定することで脳

の運動領域の賦活を明らかにする研究が多く行われてい

る。

　まずfMRIを用いた研究として、Rolandら４）は局所

脳血流量（おegional Ceおebおal Blood Flow：おCBF）に

より検討を行った。彼らは、母指と残りの４指との順序

だった対立系列運動のイメージの想起時に、手と反対側

の補足運動野と運動前野が賦活することを報告してい

る。

　松田ら５）は、非利き手による箸操作の運動時、イ

メージ時、模倣時の脳活動を比較した。対象を右利き健

常成人とし、左箸操作運動課題、左箸操作イメージ課

題、左箸操作の映像をみながらの箸操作運動課題（模倣

課題）の３種類について、その間の脳神経活動を計測し

た。結果、運動課題では両側感覚運動野、補足運動野、

小脳、下頭頂小葉、基底核、右ブロードマン第９９野が

賦活した。イメージ課題では、運動課題と比べ左感覚運

動野、小脳の賦活が消失していた。模倣課題では、両側

感覚運動野、補足運動野、上下頭頂小葉、ブロードマン

第９９野が賦活した。運動イメージ課題と模倣課題には

運動課題時に賦活する領域を両課題ともに補う傾向に

あった。これより、治療において運動実行のみではなく

画像を提示したり、イメージを繰り合わせた方法が有用

であることが示唆された。

　小木曽ら６）は、全身運動イメージ中の脳神経活動を

計測した。課題として、運動イメージとコントロールの

２条件を設定した。具体的には運動イメージ条件では、

聴覚刺激毎にハードル動作のイメージを１回、実際の運

動感覚を持って遂行した。コントロール条件では、聴覚

刺激を聴取するのみとした。結果、コントロールと比較

して運動イメージ中において、左楔前部、両側補足運動

野、両側運動前野、左下頭頂小葉、左下前頭回に有意な

賦活を認めた。運動イメージ時に補足運動野が活動する

報告は多数されているが、楔前部の活動を認めた報告は

少ない。イメージ課題が指運動とは異なり、ハードル動

作という全身運動であるため、運動方向など求められる

空間情報は大きくなると考えられる。さらに楔前部の活

動が補足運動野の活動に先行してみられた被検者がいた

ことから、楔前部は運動イメージ開始の前段階における

運動方向や目標到達点の設定に関与することが推察され

た。

　西村ら７）は、指先タッピング運動における実際動作

中とイメージ中の脳神経活動を測定、比較した。対象は

右利き健常成人とし、運動は単純タッピング（母指と他

９指を同時に打ち合わせる）、複雑タッピング（母指と

他４指それぞれとを、一定の順序で打ち合わせる）２種

類を選択した。結果、単純タッピングの実際運動時は、

主に対側運動野、同側小脳が活動し、複雑タッピングの

場合にはさらに対側運動前野、補足運動野などの活動が

加わった。運動イメージ想起時には全体として神経活動

領域が少なく、運動野の活動がみられなかった。運動イ

メージは、運動プログラミングに関与することが示唆さ

れた。

　PETを用いた研究として、Sがephanら８）は、ジョイ

スティックを用いて運動の準備過程と運動イメージ、実

際の運動時の脳活動を計測した結果、運動準備に比較し

た時、運動イメージと実際の運動時において、補足運

動野、運動前野、体性感覚連合野、ブロードマン第９９・

９5野が両側性に賦活した。fMRIやPETの他に近年、非

侵襲性で身体的拘束が少なく、優れた時間分解能を示す

利点から近赤外分光法（Neaお Infおaおed Specがおoかcopけ：

NIRS）が広く用いられている。

　大杉ら９）は、運動イメージ教示の違いによる脳血流

動態を測定した。対象は右利き健常成人で、左肘関節

屈伸運動を基本課題として、４種類のイメージ（条件A

～ D）と自動運動（条件E）を行った時の脳血流変化を

測定した。脳血流動態の測定として、局所脳血流と関連

が強いといわれるoxけ２Hbを用いて解析を行った。条件

は、A：単純イメージ、B：力のイメージ、C：速さの

イメージ、D：観察イメージの４つの運動イメージ条件

の教示と、E：自動的な肘関節屈伸運動とした。結果、

イメージ課題において、条件Aよりも条件B、Cでoxけ２

Hb値が高値を示し、特に右運動野領域全体よりも右運

動前野領域で高値を示した。これより運動イメージをリ

ハビリテーションに応用する際には、具体的なイメージ

の教示を与えた方が脳活動を促すことが示唆された。

　随意運動時の大脳レベルの神経機構において、一次運

動野、運動前野、補足運動野が主に関連し、また前頭前
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野や頭頂連合野、大脳辺縁系、大脳基底核、小脳が運動

に関連するといわれている。それぞれの役割について

は、一次運動野は脳からの運動出力の中心的役割をなし

ている。運動前野は運動の予期的活動に働く。予期的活

動とは、運動を開始する前の数秒間にみられ、その運動

方向を反映する活動である。これは運動遂行に先行する

過程として、運動の企画や準備に関与すると考えられて

いる。補足運動野は、運動のコントロールに重要であ

り、運動の企画と決定、運動準備に重要な役割を果たす

といわれている。

　大脳基底核は、随意運動に際して運動の動機付けや意

志といった内部刺激として働くことで運動計画に関与す

る。大脳辺縁系は運動意図に、小脳は運動計画、運動実

行に関与するといわれている。さらに小脳は運動制御に

重要な役割を示しており、フィードバック制御とフィー

ドフォワード制御の調整を行う中枢である。フィード

バック制御は閉ループ制御ともいわれ、ゆっくりした運

動でみられる制御である。フィードフォワード制御は開

ループ制御ともいわれ、前もって外乱入力の効果を計算

し、これを打ち消すような信号を入力する。早い運動で

はこの制御をとっており、運動前に結果まで予測された

運動プログラムがたてられている。変化に富む外的環境

に適応するために、小脳はこの２つの制御機能を上手く

調整している。

　運動イメージ時にも上記部位の賦活がみられたという

報告は多数みられ、ほぼ一定の結果であることから、運

動イメージは随意運動時と同様に中枢神経機能の興奮性

を賦活させることがわかる。

Ⅳ．運動イメージが脊髄神経機能に与える影響

　運動イメージが脊髄神経機能に与える影響に関する論

文を以下に読みまとめた。

　運動イメージが脊髄神経機能の興奮性に与える影響に

関しては様々な報告がある。

　谷口ら ６５）は、３時間の意図的安静と共に左母指外転

筋運動イメージを行い、左母指外転筋より得られるF波

を用いて検討した。意図的安静だけであれば、F波振幅、

出現頻度は低下するが、安静と共に運動イメージを行う

と、F波振幅、出現率は安静前のレベルを維持していた。

これより運動イメージは、脊髄神経機能の興奮性を維

持・増加させることが示唆された。

　鈴木ら ６６）はピンチメータを用いて、左側母指と示指

の対立運動でセンサーを１分間最大努力で把持できるピ

ンチ力を測定し、その5５%のピンチ力で対立運動を練習

させた。次にピンチメータのセンサーを軽く把持した状

態と把持しない状態共にF波は増加傾向を認め、その傾

向はセンサーを軽く把持した状態でより顕著であった。

これより運動イメージは脊髄神経機能の興奮性を増加さ

せ、さらに運動イメージの際には実際の運動に近い肢位

で実施することが重要であることが示唆された。

　運動イメージは脊髄神経機能の興奮性を増加させると

いう報告に対しKaかaiら ６７）は、安静時と手関節屈曲イ

メージ中のH反射を右橈側手根屈筋より導出した。結

果、安静時とイメージ間のH反射振幅に有意な変化は

みられなかったと報告している。

　Liepeおがら ６８）は、安静時と右足関節背屈イメージ中

のF波を右前脛骨筋より導出したところ、安静時とイ

メージ間のF波に有意な変化はみられなかったと報告し

ている。

　また上記の２つの結果とは異なり、大石ら ６９）はス

ピードスケート選手に実際の競技をイメージさせ、右ヒ

ラメ筋よりH反射を導出した。H反射に有意な低下を認

めるもの、変化を認めないもの、有意な増加を認めるも

のと、運動イメージによる脊髄神経機能の興奮性変化に

は個人差があると報告している。

　さらにHaleら ６5） は、９５%、6５%、8５%、６５５%と４つ

の強度において右足関節背屈をイメージさせ、右ヒラメ

筋よりH反射を導出した。はじめH反射振幅に変化を

認めなかったが、イメージ試行回数を重ねるにつれてH

反射振幅に有意な増加を認めたと報告している。これよ

り脊髄神経機能の興奮性は、イメージする運動強度に関

係なく、練習により増加することが示唆された。

Ⅴ．イメージする収縮強度の違いによる脊髄神 

　　経機能興奮性変化

　最後に著者ら ６6）の研究を紹介する。

　先述した鈴木ら ６６）の研究では、最大努力の5５%収縮

強度の運動イメージにおいて、運動イメージの際には実

際の運動に近い肢位で実施することが重要であることが

示唆された。ここで著者らは、イメージする収縮強度を

変えた時の脊髄神経機能興奮性変化を検討するために、

左側母指と示指により最大努力の６５%、5５%のピンチ力

での対立運動をイメージさせた時のF波を、左側正中神

経刺激によって左母指球筋より測定した。結果、６５%、

5５%個々の条件においての運動イメージの効果検討で

は、F波出現頻度は、６５%運動イメージ試行、5５%運動

イメージ試行共に安静試行と比較して有意な増加を認め

た。振幅F４M比は、６５%運動イメージ試行、5５%運動
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イメージ試行共に安静試行と比較して有意な増加を認め

た。

　また運動イメージ直後、F波出現頻度、振幅F４M比

は、６５%・5５%条件共に安静試行とほぼ同じレベルに戻

り、そのレベルは５分後、６５分後、６5分後においても

安静試行と比較して有意差を認めなかった。立ち上がり

潜時は各試行での差異は認めなかった。６５%収縮運動イ

メージと5５%収縮運動イメージの効果検討では、安静試

行に対する5５%運動イメージ試行の振幅F４M比相対値

が、６５%条件と比較して増加傾向であった。運動イメー

ジ後の試行間では有意差は認めなかった。

　これより、最大努力の5５%収縮強度での等尺性収縮に

よる母指対立運動イメージは、最大努力の６５%収縮強度

における運動イメージよりも脊髄神経機能の興奮性を増

大させることがわかった。

Ⅵ．まとめ

　運動イメージが随意運動時と同様に中枢神経機能の興

奮性を賦活させるという報告は多数みられ、ほぼ一定の

結果が得られている。しかし運動イメージが脊髄神経機

能に与える影響については、一定の結果が得られていな

い。著者らも運動イメージ時の姿勢やイメージ方法など

条件を変えながら研究を行っている。今後、様々な条件

における運動イメージによる脊髄神経機能の興奮性変化

を検討し、最も効果の得られる運動イメージ方法を確

立、理学療法に応用していくことが重要であると考えて

いる。
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Bibliographic Research

Bibliographic Research Regarding the Efects of Motor Imagery on the 

Excitability of Central and Spinal Neural Function

Yoかhibきmi BUNNO １）　　Toかhiaki SUZUKI ２）

　１）Gおadきaがe School of Healがh Scienceか１ Gおadきaがe School of Kanかai Univeおかiがけ of Healがh Scienceか

　２）Clinical Phけかical がheおapけ Laboおaがoおけ１ Facきlがけ of Healがh Scienceか１ Kanかai Univeおかiがけ of Healがh Scienceか

Abstract

Recenがlけ１ がhe effecがiveneかか of moがoお imageおけ iか gaining impoおがance in かpinal おehabiliがaがion pおocedきおeか３ Moがoお 

imageおけ iか pおeかきmed がo acがivaがe neおve mechaniかmか かきch aか movemenが execきがion３ Fきおがheおmoおe１ manけ おepoおがか have 

docきmenがed がhaが moがoお imageおけ incおeaかeか がhe exciがabiliがけ of cenがおal neきおal fきncがion３ Howeveお１ がhe pおeciかe efecがか 

of moがoお imageおけ on がhe exciがabiliがけ of かpinal neきおal fきncがion おemain がo be elきcidaがed３ We condきcがed a おeview of 

がhe liがeおaがきおe おegaおding がhe efecがか of moがoお imageおけ on がhe exciがabiliがけ of cenがおal and かpinal neきおal fきncがion and 

diかcきかかed がhe かame in がhiか manきかcおipが３ 

Keywords：moがoお imageおけ１ F２waveか１ cenがおal neきおal fきncがion１ かpinal neきおal fきncがion
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文献研究

脳血管障害片麻痺患者における痙縮の脊髄運動神経機能に関する文献研究

山下　　彰１）　　鈴木　俊明２）

１）関西医療大学大学院　保健医療学研究科　保健医療学専攻

２）関西医療大学　保健医療学部　臨床理学療法学教室

要　旨

　脳血管障害片麻痺患者に認められる痙縮は、臨床症状のひとつであり、日常生活上での自発的な運動を難しくしている

要因となっている。そのため、痙縮に対してアプローチすることは重要な課題になると考えられる。Ｈ波、Ｆ波を用いた

脳血管障害片麻痺患者における痙縮の電気生理学的解釈に関する研究について、諸家の論文から読みまとめてみたので報

告する。Ｈ波、Ｆ波が痙縮の客観的視標になりうるものであることが示唆されてきたが、脳血管障害片麻痺患者における

Ｈ波・Ｆ波の出現様式を分析した報告は少ない。脳血管障害片麻痺患者における下肢のＨ波、Ｆ波の出現様式に関しての

報告はなく、健常人を対象とした研究報告も認めない。脳血管障害片麻痺患者における痙縮は麻痺側上肢のみでなく下肢

にも強く見られることから、将来的な展望として、下肢のＨ波、Ｆ波の出現様式を分析していく必要性が考えられた。

キーワード：痙縮、Ｈ波、Ｆ波

Ⅰ．緒　言

　脳血管障害片麻痺患者に認められる痙縮は、この疾患

の代表的な臨床症状のひとつであり、日常生活上での自

発的な運動を難しくしている要因となっている。そのた

め、脳血管障害片麻痺患者に理学療法を施行するには、

痙縮に対してアプローチすることは特に重要な課題にな

ると考えられる。

　脳血管障害片麻痺患者の痙縮に関連する研究は、修

正アシュワーススケール（Modiでed Aかhくoおがh Scale以

下MAS）を用いた研究、誘発筋電図を用いた研究など

様々であるが、痙縮における脊髄運動神経機能の興奮性

の評価は、H波、F波を用いて検討されている。そこで

今回は、H波、F波を用いた脳血管障害片麻痺患者にお

ける痙縮の電気生理学的解釈に関する研究について、諸

家の論文から読みまとめてみたので報告する。本論文

は、痙縮の定義、H波を用いた健常者および脳血管障害

片麻痺患者を対象とした痙縮の発現に関わる評価、F波

を用いた健常者および脳血管障害片麻痺患者を対象とし

た痙縮の発現に関わる評価の３つの項目について述べ

る。

Ⅱ．痙縮とは

　これまでの痙縮の定義は、６98５年にLance １） が述べ

た説が一般的とされてきた。痙縮は、上位運動ニューロ

ン障害の代表的な症状のひとつであり、伸張反射の相対

的亢進により生じる筋伸張速度に依存した受動運動に対

する抵抗の増大を主とするとしている。

　Yoきng ２） は筋緊張の速度依存的な増加による痙縮の

影響は上位運動ニューロン障害によって伸張反射が過剰

に興奮した結果、腱反射が亢進されるものとし、より定

義が発展したと報告している。

　Mayeお ３） は、痙縮が、脳血管障害、頭部外傷、無酸

素脳症、脊髄損傷、脳性麻痺、多発性硬化症の中枢神経

疾患によって生じる、いわゆる上位運動ニューロン障害

による症候のひとつであると述べている。

　Sheean ４） は、上位運動ニューロン障害によるさまざ

まな徴候（腱反射亢進、クローヌス、折りたたみナイフ

現象、バビンスキー徴候）があれば、「痙縮」とされる

傾向があるが、痙縮は一徴候にすぎないと述べている。

しかしながら、Sheeanの定義は何をもって痙縮として

いるかが不明瞭である。Lanceの定義から考えると痙縮

の特徴は伸張反射の亢進としてとらえる方が良いと考え
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られる。

　Iぎanhoeら５） は痙縮が速度依存的のみでなく、筋の

長さにも依存し、反射弓の過敏性にも関与すると述べて

いる。

　Taおdieきら６） は痙縮が上位運動ニューロン障害で起

こる感覚・運動系の調整の異常な状態であり、間欠的ま

たは持続的な筋の不随意的な収縮であると述べている。

　これに対し、Pandyanら７）はTaおdieきら６） の定義

は痙縮の出現している期間が間欠的または持続的な筋の

不随意的な収縮の状態を意味しているであろうと述べて

いる。また、腱反射亢進の観点から述べているものがあ

る。

　Heckmannら８） は筋緊張の増加は主として反射弓の

過剰な興奮によるもので、これに伴って上位運動ニュー

ロンに影響を与えた結果としてαとγ運動ニューロンの

興奮性増大によるものとしている。

　Nielかenら９） によると痙縮は筋緊張（緊張性伸張反

射）と下行性運動路の損傷に伴う患者の腱反射亢進の速

度依存性の増加によって出現されていると報告した。

　上記の報告は年代順に検索し調べたが、近年に近づく

につれ、痙縮がLance １） の定義した速度依存的だけで

なくTaおdieきら６） の定義している痙縮は感覚・運動系

の調整の異常な状態が骨格筋の不随意的、不適切な活動

を起こすため、感覚・運動コントロールの異常により左

右されていると思われる。しかしながら、感覚・運動コ

ントロールだけの定義では、すべての脳血管障害片麻痺

患者が問題を抱えているため、痙縮の意味も不明瞭とな

る。よって、臨床所見として伸張反射の相対的亢進によ

り生じる速度依存的な受動運動に対する抵抗の増大を痙

縮の一徴候として位置づけておく必要があると考える。

Ⅲ．H波を用いた健常者および脳血管障害片麻痺 

　　患者を対象とした痙縮の発現に関わる評価

　痙縮が速度依存的かつ、異常な感覚・運動コントロー

ルの異常で左右されるならば、速度依存的な特性と感

覚・運動コントロールの異常を誘発させている麻痺側の

筋活動は、異常性を示す可能性がある。しかしながら、

非麻痺側の筋活動は麻痺側の筋活動の異常性をさらに助

長させている可能性も考えられる。

　痙縮が脊髄神経機能へ与える影響についての研究で

は、まず脊髄神経機能の興奮性の指標としてH波を用

いた研究を報告する。

　H波は、伸張反射を反映する最も簡便な誘発筋電図

である。柳沢ら ６５） は、腱反射亢進に対応してH波の増

大が予想されるため、痙縮の指標となることが期待さ

れるが、痙縮が必ずしもH波の増大を伴わないと報告

した。痙縮の評価によく振幅H４M比が用いられる。M

波は末梢神経の電気刺激により、α運動ニューロンが

興奮することによって惹き起こされる複合筋活動電位

（compoきnd mきかcle acがion poがenがial：CMAP）である。

振幅H４M比とは筋レベルの興奮性に対する脊髄レベル

の特にIa線維からの興奮性を示していると考えられる。

　柳沢ら ６５）は痙縮を臨床的重症度により３群（軽度、

中等度、重度）に分けて個々の症例の振幅H４M比を検

証した。結果、振幅H４M比は臨床的な痙縮の程度に応

じて３群全体として増大したが、個々の臨床的重症度と

振幅H４M比の値に大きな幅があり、個々の症例の値に

ついて痙縮の度合いとの相関を議論することができない

と述べている。

　次に臨床場面での痙縮の評価として筋緊張亢進程度を

客観的示すMASとH波を併用して評価している研究を

報告する。Kohanら ６６）は痙縮を伴った４歳から６歳の

片麻痺患者を対象に、MASのスコアとH波との関係を

検討した。MASは、麻痺側肩、肘と手首の筋群より測

定し、H波をヒラメ筋、橈側手根屈筋から導出し潜時と

振幅H４M比で分析した。MASと神経学的指標（上肢

と下肢のH反射の潜時と振幅H４M比）は、痙縮尺度の

程度に有意な相関を認めなかった。この研究では、痙縮

の評価とされている振幅H４M比が筋緊張の程度と関連

を認めないことを報告した。

　諸家の様々な電気神経生理学的研究より、これまで

脳卒中片麻痺患者においてH波は異名筋からのシナプ

ス前抑制やIb抑制、反回抑制の影響を受けるとされる。

一方、F波は異名筋からのシナプス前抑制やIb抑制、反

回抑制などの影響と同名筋からのシナプス後抑制の影

響を受けるといった報告が多い。しかしながら、Ia抑

制、Ib抑制、反回抑制は直接的にはH波、F波に関連性

が低く、シナプス前抑制やPoかが２ acがiぎaがion depおeかかion

（PAD）の低下が考えられてきている。

　Hきlがboおnら ６７）はPADはシナプス前の神経線維が発

射したのちに、その後数秒間にわたり、シナプス前の神

経終末からの伝達物質が枯渇することによって起こる反

射の低下であることを報告した。痙縮患者ではPADが

減少していることが報告されている ６８－６９）。

　Maかakadoら ６5）は、８5名の脳卒中患者と６５名の健常

者H波よりPADの影響を検証し、脳卒中患者でPAD

が減少した。しかし、PADの減少が麻痺の重症度と相

関していなかった。しかしながら、脳卒中患者の足関節

を持続的に伸張させた時に生じるクローヌスの有無との
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間に相関を認めた。

　上記の報告は麻痺側上下肢に限定して評価している。

しかしながら、痙縮の機序に関与する上位中枢への影響

は非麻痺側の活動性や筋短縮などによる運動単位発火頻

度増大による相対的な興奮を脊髄に及ぼしているため、

H波の評価を非麻痺側の活動性も合わせて行うことで痙

縮の影響を評価する意味では有用であると考えられる。

　痙縮の程度は非麻痺側の上下肢の過剰努力により、麻

痺側上下肢の痙縮の程度が増大すると思われる。脊髄神

経機能の興奮性増大は痙縮患者によく見られるとの報告

があるが、さらに増大させる現象として連合反応を伴っ

ている症例が多い印象を受ける。そのため、以下に連合

反応に関する基礎的研究を報告する。

　嘉戸ら ６6）は、脳血管障害片麻痺患者５名と健常者４

名を対象に、下肢随意運動時における麻痺側上肢脊髄神

経機能の興奮性変化を脊髄神経機能の興奮性の指標であ

るH波を短母指外転筋より導出して検討した。運動課

題は、股関節屈曲８５°での記録側と反対側での他動的な

下肢伸展挙上（Sがおaighが Leg Raiかe以下SLR）位保持

（課題１）、股関節屈曲８５°での記録側と同側での他動的

なSLR位保持（課題２）、股関節屈曲８５°での記録側と

反対側での自動的なSLR位空間保持（課題３）、股関節

屈曲８５°での記録側と同側での自動的なSLR位空間保持

（課題４）とした。健常者では、安静時と比較して各課

題の振幅H４M比に有意な差は認められなかった。脳血

管障害片麻痺患者では、課題４で有意に増加した。この

結果、脳血管障害片麻痺患者において、麻痺側SLR位

空間保持時に麻痺側短母指外転筋に対応した脊髄神経機

能の興奮性が増加することを報告した。

　また、嘉戸ら ６7）は下肢随意運動が脳血管障害片麻痺

患者の非麻痺側上肢の脊髄神経機能に与える影響につい

て、脊髄神経機能の興奮性の指標であるH波を短母指

外転筋より導出して検討した。対象は、右片麻痺を呈し

た脳血管障害片麻痺患者４名と、対照群として健常者４

名と比較した。下肢随意運動課題は、非麻痺側（左）で

の他動的なSLR位保持（課題１）、麻痺側（右）での他

動的なSLR位保持（課題２）、非麻痺側（左）での自動

的なSLR位空間保持（課題３）、麻痺側（右）での自動

的なSLR位空間保持（課題４）とした。SLRは全て股

関節屈曲８５°で保持させた。健常者４名、脳血管障害片

麻痺患者４症例の平均値ではともに、安静時と比較して

各課題の振幅H４M比に統計学的に有意な差は認められ

なかった。しかしながら、脳血管障害片麻痺患者では課

題３、４で振幅H４M比の増加傾向を認めた。脳血管障

害片麻痺患者において自動的なSLR位空間保持は、非

麻痺側短母指外転筋に対応する脊髄神経機能の興奮性を

増加させる傾向があった。この要因として以下の皮質内

機序による促通効果が考えられた。第１に下肢の運動イ

メージの想起に伴う興奮性の影響と、第２に筋収縮に伴

う末梢性感覚入力による興奮性の影響である。これらが

皮質内において上肢の支配領域へ伝えられ、非麻痺側脊

髄神経機能に興奮性の影響を与えたと報告した。

　次にF波が健常者および脳血管障害片麻痺患者の脊髄

神経機能の興奮性に関わる研究報告を紹介する。

Ⅳ．F波を用いた健常者および脳血管障害片麻痺 

　 患者を対象とした痙縮の発現に関わる評価

　脊髄神経機能の興奮性の指標であるF波を用いた研究

を報告する。諸家の痙縮を伴った患者を対象とした報告

では、振幅F４M比、F波振幅共に痙縮を伴った患者で

全て増加していたと報告されている ６8－７7）。

　また正門 ７8） も痙縮患者では、麻痺側のF波振幅の増

大、振幅F４M比の増大、出現率の増大などがみられる

と報告している。以上の報告からF波は脊髄前角細胞の

興奮性の指標であり、F波振幅の増大が痙縮の程度を意

味するものと考えられる。

　Linら ７9）はF波の変化は運動ニューロン抑制評価す

るのに貴重な報告であると述べている。

　Maかがagliaら ８５）はF波応答が条件刺激によって抑制

されるかもしれないと報告している。

　Lきkácから ８６）はF波は、上位運動ニューロン障害で脊

髄運動ニューロンの興奮性亢進（過常興奮性）に影響を

及ぼされ、F波の変化が運動ニューロンの抑制を評価す

るのに貴重な報告であると述べている。

　これらのことから、F波が運動ニューロンの逆向性伝

導によって引き起こされ、複合の興奮性に依存する。そ

れゆえ、痙縮を伴った患者で運動ニューロンの興奮性を

探索的に変化させていたと報告している。また、皮膚受

容器からの求心性入力は脊髄運動ニューロンの興奮性の

減少のために重要な経路を構成するためと考えられた。

それゆえ、F波の変化の研究では皮膚刺激が痙縮の病態

生理の中でこの回路の役割を準備できたことによって生

じさせると述べている。持続時間の減少の評価と条件刺

激後のF応答の回復の時間経過は興奮性が調整慣れし、

痙縮を伴った患者での運動ニューロンの不応期の特性が

あると述べている。

　そこで以下の実験を行っている。脳卒中後９９名の入

院患者とコントロール群として８5名の健常人からF波

を、２つの実験コースで短母指外転筋から導出した。
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　１つ目は正中神経の単発刺激より刺激して導出する高

強度の同側性皮膚刺激試験で、２つ目が正中神経への対

刺激は回復曲線を評価するために刺激時間間隔で徐々に

増加していた。平均F波振幅は麻痺側と非麻痺側の試験

刺激より誘発された。結果はコントロール群と非麻痺側

の平均F波振幅の興奮性が高強度の同側性皮膚刺激試験

の後に抑制され、麻痺側でF波振幅が減少しなかった。

平均F波振幅の回復は非麻痺側と健常者よりも麻痺側で

より長い刺激時間間隔で終了した。この回復の遅延と片

麻痺重症度との間に相関関係があった。

　本研究結果より、脳卒中後のF波振幅の増大で下位運

動ニューロン細胞の興奮性の変化を支持すると結論して

いる。これらの報告より、皮膚の変化などによる下位運

動ニューロンの影響なども痙縮を伴った患者に影響を与

えていると考えられた。よって、筋短縮などの二次的問

題も痙縮に大きな影響を与えている。

　鈴木ら ８７）は、F波を用いて、母指対立筋の最大等尺

性収縮が対側F波の興奮性に与える影響についての研究

をおこない、対側F波への影響は認めなかったと報告し

た。しかしながら、鈴木ら ８８）は、肘関節屈筋群の最大

の７5、5５、75、６５５%の筋収縮が対側脊髄神経機能に与

える影響について検討した。その結果、等尺性収縮度の

増加にともない対側F波出現頻度、振幅F４M比は増加

し、特に75%以上の等尺性収縮では対側に対する促通傾

向が著明であったと報告した。これより、肘関節屈筋群

において最大の75%以上の等尺性収縮は対側脊髄前角細

胞プールの神経筋単位数の増加と各神経筋単位の興奮度

を上昇させることが推察できると報告した。この結果の

違いは、収縮筋の筋紡錘の数量などの特性により対側脊

髄前角細胞プールの興奮性が左右されることが推察され

ることを報告した。

　鈴木ら ８９）は、健常中高齢者６7例の上肢８５肢、 一側の

み病変を有する慢性期脳血管障害患者８５例の非麻痺側

上肢８５肢を対象とし、安静時ならびに母指対立筋の最

大収縮の７5、5５、75、６５５%時のF波を母指対立筋から

記録した。この結果と健常若年者の先行研究から脊髄神

経機能の興奮性に与える加齢の影響、脳血管障害非麻痺

側の等尺性収縮時の脊髄運動神経機能に与える影響につ

いても検討した。健常者の加齢が脊髄運動神経機能に与

える影響は、等尺性収縮時で中高齢者の振幅F４M比が

有意に低下した。加齢が脊髄運動神経機能の興奮性に与

える影響は安静時より等尺性収縮時により著明であるこ

とが示唆されたことを報告した。

　高田ら ８5）は痙縮を示す脳血管障害片麻痺患者におい

て、最大上刺激においてもH波が高頻度に出現するこ

とを報告している。

　そこで鈴木ら ８6）は、一側のみ病変を有する慢性期脳

血管障害片麻痺患者７6名（平均年齢5９３７±６８３７歳）、コ

ントロール群として健常者８５名（平均年齢56３７±６７３７

歳）における上肢（母指対立筋）の脊髄運動神経機能の

H波、F波の出現様式に関して報告している。また、神

経学的検査としては筋緊張、腱反射、上肢および手指運

動機能回復テスト（ブルンストローム・ステージ）につ

いて検討した。筋緊張の検査部位はF波記録に用いた手

内筋（母指対立筋）および手関節、肘関節周囲筋を評価

し、腱反射は上腕二頭筋反射、上腕三頭筋反射、腕橈骨

筋反射を総合的に評価した。

　各検査項目の判定基準は筋緊張、腱反射は臨床的神経

学的に亢進、正常、低下の３段階に、運動機能回復テス

トは上肢、手指共にブルンストローム・ステージをⅠ・

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ・Ⅴ、Ⅵの４段階に分類した。

　結果はH波、F波の出現様式を以下４つのタイプに分

類した。刺激強度の増加によりH波は認めずにF波が出

現するパターンをタイプ１とし、刺激強度の増加により

H波が出現し、その後H波が消失しF波が出現するパ

ターンをタイプ２、刺激強度の増加に伴いH波が出現

し、その後H波波形のなかにF波が出現するパターンを

タイプ３、刺激強度の増加に伴いH波が出現し、F波は

出現しないパターンをタイプ４とした。

　タイプ１は６名であり、筋緊張、腱反射正常群が４

例、ブルンストローム・ステージが上肢、手指共に全例

ステージⅣ以上であった。タイプ２は６名であり、筋緊

張亢進群４例、正常群２例であり、腱反射亢進群５例、

正常群１例、ブルンストローム・ステージが上肢、手指

共にステージⅢ２名、ステージⅣ・Ⅴ４名であった。タ

イプ３は６名であり、筋緊張、腱反射が全例亢進群で、

ブルンストローム・ステージが上肢、手指共にステージ

Ⅰ・Ⅱ２名、ステージⅢ４名であった。タイプ４は８名

であり、筋緊張、腱反射が全例亢進群であった。ブルン

ストローム・ステージは上肢がステージⅠ・Ⅱ２名、ス

テージⅢ２名、ステージⅣ・Ⅴ４名であり、手指はス

テージⅠ・Ⅱ４名、ステージⅢ４名であった。

　この研究結果から、痙縮評価におけるH波、F波の有

用性は認めるものの、波形記録筋の筋緊張、腱反射が高

度に亢進している症例では、最大上刺激でH波が出現

することがある。そのため、筋緊張、腱反射の亢進程度

が高度な症例に対する痙縮の評価にはH波が有効であ

ると考えられた。反対に、筋緊張、腱反射が亢進してい

ない症例の母指球筋H波は波形の特性上、導出されな

いことがある。この場合は、母指球筋F波を検討する必
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要があり、症例の臨床症状の特徴に応じてH波、F波を

使い分ける必要があることを報告した。

　これまでの報告ではH波、F波が痙縮の客観的指標に

なりうるものであることが示唆されてきたが、脳血管障

害片麻痺患者におけるH波、F波の出現様式を分析した

報告は鈴木らのものしかない。脳血管障害片麻痺患者に

おける下肢のH波、F波の出現様式に関しての報告はな

く、健常者を対象とした研究報告も認めない。脳血管障

害片麻痺患者における痙縮は麻痺側上肢のみでなく下肢

にも強く見られることから、将来的な展望として、下肢

のH波、F波の出現様式を分析していく必要性が考えら

れた。

Ⅴ．まとめ

　脳血管障害片麻痺患者に認められる痙縮は、この疾患

の代表的な臨床症状のひとつであり、日常生活上での自

発的な運動を難しくしている要因となっている。そのた

め、脳血管障害片麻痺患者に理学療法を行う上で、痙縮

に対してアプローチすることは特に重要な課題になると

考えられる。脳血管障害片麻痺患者の痙縮における評価

として脊髄運動神経機能の興奮性の評価としてH波、F

波を用いて検討されてきている。

　そこで今回は、H波、F波を用いた脳血管障害片麻痺

患者における痙縮の電気生理学的解釈に関する研究につ

いて、諸家の論文から読みまとめてみたので報告する。

研究報告の概要は痙縮の定義を踏まえ、H波を用いた健

常者および脳血管障害片麻痺患者を対象とした痙縮の発

現に関わる評価、F波を用いた健常者および脳血管障害

片麻痺患者を対象とした痙縮の発現に関わる評価につい

て述べる。

　近年に近づくにつれ、痙縮がLance １）の定義した速

度依存的だけでなく骨格筋の不随意的、不適切な活動を

起こす異常な感覚・運動コントロールに左右されている

と思われる。しかしながら、感覚・運動コントロールだ

けの定義では、すべての脳血管障害片麻痺患者が問題を

抱えているため、痙縮の意味も不明瞭となる。よって、

臨床現象として速度依存的を痙縮の一徴候として位置づ

けておく必要があると考える。H波、F波が痙縮の客観

的指標になりうるものであることが示唆されてきたが、

脳血管障害片麻痺患者におけるH波・F波の出現様式を

分析した報告は鈴木らのものしかない。脳血管障害片麻

痺患者における下肢のH波、F波の出現様式に関しての

報告はなく、健常人を対象とした研究報告も認めない。

脳血管障害片麻痺患者における痙縮は麻痺側上枝のみで

なく下肢にも強く見られることから、将来的な展望とし

て、下肢のH波、F波の出現様式を分析していく必要性

が考えられた。
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diかeaかe．Elecがおomyogお３ Clin３ Neきおophyかiol１ ９７３ 67 －

7５：７５５７３
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by Spasticity a Review of the Literature
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Abstract

　Recogniがion of かpaかがiciがy in paがienがか くiがh hemipaおeかiか caきかed by ceおebおoぎaかcきlaお diかeaかe (CVD) haか become a 

clinical facがoお conがおibきがing がo diicきlがy in peおfoおming daily ぎolきnがaおy moぎemenがか３ Theおefoおe１ becoming appおoach 

in conがおaかが くiがh かpaかがiciがy mighが be impoおがanが がaかk３ We おeぎieくed elecがおophyかiological かがきdieか of がhe H２おeとex and 

F２くaぎe foお inがeおpおeがaがion of かpaかがiciがy in paがienがか くiがh hemipaおeかiか and CVD and おepoおが がhe かきmmaおized でndingか３ 

H２おeflex and F２くaぎe くeおe がhaが がhiか iか an objecがiぎe can be a ぎiかきal がaおgeが of かpaかがiciがy haか かきggeかがed３ Hoくeぎeお１ 

がhe かがきdieか くe おeぎieくed did noが おepoおが がhe chaおacがeおiかがic appeaおanceか of H２おeflex and F２くaぎe in paがienがか くiがh 

hemipaおeかiか caきかed by CVD３ Fきおがheおmoおe１ no かがきdy haか おepoおがed がhe chaおacがeおiかがic appeaおanceか of H２おeとex and 

F２くaぎe in がhe loくeお exがおemiがy of paがienがか くiがh hemipaおeかiか caきかed by CVD becaきかe かきch かがきdieか くeおe noが peおmiががed 

in healがhy かきbjecがか; がheおefoおe１ lacking conがおolか foお compaおiかon３

　Spaかがiciがy in paがienがか くiがh hemipaおeかiか caきかed by CVD かがおongly afecがか noが only がhe loくeお exがおemiがy bきが alかo がhe 

きppeお exがおemiがy on がhe afecがed かide３ Theおefoおe１ fきがきおe elecがおophyかiological かがきdieか がhaが elきcidaがe がhe chaおacがeおiかがic 

appeaおance of H２おeとex and F２くaぎe by かがimきlaがed がhe inぎolぎed and きninぎolぎed exがおemiがieか in paがienがか くiがh かpaかがiciがy 

aかかociaがed くiがh hemipaおeかiか caきかed by CVD aおe おeqきiおed３

Keywords：かpaかがiciがy１ H２おeとex１ F２くaぎe
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ラベンダーの香りと神経機能に関する文献的研究

由留木　裕子１）　　鈴木　俊明２）

１）関西医療大学大学院　保健医療学研究科

２）関西医療大学　保健医療学部　臨床理学療法学教室

要　旨

　アロマテラピーは、民間療法の６つで、「精油を使って病気を治す技術」と定義されている。

ここではラベンダーの香りと神経機能の関係についてレビューをおこなった。ラベンダーが自律神経、脳波、脳血流に与

える影響と薬理作用について述べた。

　ラベンダーの香りは自律神経に対しては副交感神経を刺激し、血漿グリセロル値と体温、血圧を低下させ、摂食量と体

重を増加させた。脳波において自発脳波ではα波が増加しリラクゼーション効果が高いことが示された。誘発脳波ではＳ

ＥＰ（体性感覚誘発電位）とＶＥＰ（視覚性誘発電位）の結果から中枢神経系を抑制すると推測された。そして、脳血流

については脳の部位で異なった報告が発表された。ラベンダーの薬理作用としては、抗けいれん作用、鎮静作用、抗不安

作用があることがわかった。しかし、その作用機序はまだはっきりしていない。香りは脳に対して何らかの効果があるこ

とがわかった。

キーワード：アロマテラピー、ラベンダー、神経機能

１．はじめに

　アロマテラピーという言葉は、６9７５年代にフランスの

調香師ガットフォッセがつくったとされおり、ヨーロッ

パで昔から行われている民間療法の６つで、「精油を

使って病気を治す技術」と定義されている。民間療法は

英国では補完療法（complemenがaおけ がheおapけ）と呼ば

れているが、米国では代替医学（alがeおnaがive medicine）

と呼ばれている。また、世界保健機構（WHO）では、

これらを伝統医療（がおadiがional がheおapけ）として取り

扱っている１）。民間療法は、昔から一般大衆の間で広

く行われていたものであるが、科学的根拠が乏しく安全

性や有効性が証明されていない。経験によって得られた

ものがほとんどであり、西洋医学に携わっている者から

は軽視されていた。民間療法は本当に効果があるのか、

単なるプラシーボ効果だけではないのかという疑問に対

し少しずつ研究が行われ、西洋医学に欠けている部分を

補い、医療のあり方を改善していこうという動きがみら

れてきている。

　民間療法の１つであるアロマセラピーはいろいろな方

法がみられる。その方法としては精油の塗布、吸入、経

口投与、嗅覚刺激がある。そして、精油が体内へ入りど

のように中枢神経系に作用するかは３つの経路が考えら

れている。１つ目は皮膚を通過して血液に溶け込む経路

である。皮膚に精油を塗ったときは、表皮、真皮、毛

嚢、皮脂腺などから吸収され、毛細血管から血液中へ、

あるいはリンパ管を経てから血液の流れに入る経路があ

る。２つ目は胃や腸から吸収され血液に溶け込む経路で

ある。経粘膜投与（含嗽水として使用、経直腸、経膣

投与）、経口投与の場合、胃や腸などの粘膜から吸収さ

れ血液に溶け込み、全身へ行きわたる。３つ目は気化し

たものが吸入され肺で血液に溶け込む経路である。気化

した匂いの分子は鼻、鼻腔上皮嗅細胞、嗅神経、大脳辺

縁系、視床下部、大脳皮質の流れで刺激する。このとき

に、鼻から吸い込まれた分子（化学物質）は、咽喉、喉

頭、気管、気管支、そして肺胞へと入っていく。ここで

ガス交換を受け血液の流れに取り込まれ、全身へ循環す

る。多くの精油や香り成分は脂溶性であるため、容易に

血液脳関門を通過し、脳内に取り込まれて、中枢神経系

に作用すると考えられる２）。
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　そこで、本論文では一般的によく用いられており、研

究対象となることが多いラベンダーの香りが神経機能に

どのような影響を与えるのかについて検討する。具体

的には医学中央雑誌を用い、アロマテラピー、ラベン

ダー、神経を検索語として、それぞれを組み合わせて検

索し、ラベンダーの香りが神経系にどのような影響を及

ぼすのかを考察した。具体的には、まず、ラベンダーの

香りが自律神経へ及ぼす影響、次にラベンダーの香りが

脳波へ与える影響、ラベンダーが脳血流量に与える影

響、ラベンダーの香りが持つ中枢薬理作用について述べ

る。

２．ラベンダーの香りが自律神経系へ及ぼす影響

　自律神経系には交感神経と副交感神経とがあり、循

環、呼吸、消化、代謝、分泌、体温、排泄、生殖など生

命維持に重要な機能を調節している。また、本能や情動

行動を行う場合にも協調して働いている。これらの機能

は視床下部や大脳辺縁系などによって制御されている。

ラベンダーの匂い刺激による自律神経への効果が様々な

実験により、証明されてきている。人に対しての実験で

は浅野ら３）は、ラベンダーの匂い刺激直後に平均血圧、

最低血圧、唾液アミラーゼ活性が有意に低下したことな

どから、副交感神経が優位となり、リラックスした気分

になったと推察している。伊藤ら４）は、ラベンダーの

香りを含んだ湿布を８５分間添付し、ホルター心電図を

使用して周波数解析を行った。心電図の結果は、心拍の

徐波化、高周波成分（High fおeqきencけ、HF）の上昇、

心拍数変動指標（LF４ HF）の低下が観察された。心拍

変動の周波数解析は、心拍数よりも鋭敏に自律神経のバ

ランスを反映するといわれている。HFは、副交感神経

に依存し、LFは、交感神経、副交感神経の双方に影響

される。従って、LFとHFの比（LF４HF）が交感神経

の緊張度を表すとされる。このことから、ラベンダー湿

布で、交感神経の緊張が低下し、副交感神経の活動が高

かったことが示唆された。ラットを用いての実験で新島

５）は、自律神経活動、血漿グリセロール値、体温、血

圧、摂食量と体重がラベンダーの匂い刺激によってどの

ような変化があったのかを検討している。ラベンダーの

匂い刺激は白色脂肪組織、褐色脂肪組織と副腎を支配す

る交感神経活動を抑制し、胃を支配する迷走神経活動を

促進、血漿グリセロール値と体温、血圧を低下させ、摂

食量と体重を増加させた。匂い刺激は鼻粘膜に存在する

匂い受容体を介して、その情報が嗅脳に伝えられ、お

そらく梨状葉や扁桃体などの辺縁系を介して副腎や胃、

腸、白色脂肪組織、褐色脂肪組織に投射する自律神経活

動を変化させるものと考えられる。嗅脳を除去したラッ

トでは匂い刺激の効果が消失することも確かめられてい

る。このことから、ラベンダーの香りは、鼻粘膜の匂い

の受容体を介して、副交感神経の活動を高めたものと考

えられる。

３．ラベンダーの香りが脳波へ与える影響

　神経生理学的変化を検討した研究としては、脳波を用

いた研究、脳血流量を用いた研究に大別される。

　脳波には自発脳波と誘発脳波の２種類がある。脳の活

動に伴い発生する電位変化を頭の外側に複数の電極で測

定し、増幅したものを脳波という。外部からの刺激がな

い状態で測定した場合を自発脳波と呼び、単に脳波と

も呼ぶ。一方、外部から刺激し、その刺激を測定した

ものを誘発脳波と呼ぶ。誘発脳波には体性感覚誘発電

位（Somaがoかenかoおけ Evoked Poがenがialか、SEP）、 視 覚

性誘発電位（Viかきal evoked poがenがialか、VEP）、聴覚

脳幹誘発電位（bおainかがem aきdiがoおけ evoked poがenがial、

BAEP）がある。何かを認知した時に生じる脳波を

事 象 関 連 電 位（evenがδおelaがed poがenがialか、ERPか） と

いう。ERPかを代表するものとしてはオドボール課題

によるP８５５や随伴性陰性変動（conがignenが negaがive 

vaおiaがion、CNV）などがある。

　そこで次に、ラベンダーの匂い刺激による脳波の変化

についての研究を紹介する。脳波は周波数により、γ波

（８５Hげ以 上 ）、 β 波（６９ ～ ７5Hげ）、 α 波（8 ～ ６８Hげ）、

θ波（９ ～ 7Hげ）、δ波（５３5 ～ ８３5Hげ）に分類される６）。

脳波の中でα波は閉眼時に後頭部に分布し、出現量は精

神的緊張や意識の程度により変動する。中でもα７波と

呼ばれる比較的高い周波数の成分（６５ ～ ６８Hげ）は気分

が安定してリラックスした状態で増加し、緊張すると減

少するためリラクゼーション効果の指標となる。一方、

眼を開けたり計算したりするとβ波に変わり、怒りや興

奮状態においてはγ波が出現する。ラベンダー７） －６５）

の匂い刺激により行った実験では、α波が増加するとい

う結果が得られリラクゼーション効果が高いことがわ

かった。

　三木ら ６５）はラベンダーがSEPに及ぼす影響を検討し

た。SEPとは上肢または下肢の感覚神経に電気的ある

いは機械的な刺激を与えることによって誘発される電位

で、末梢神経・脊髄・脳幹・視床・皮質に至る長い神経

路の異常を調べるために用いられることが多い誘発電位

である。上肢刺激によるSEP成分を、７５mかecまでの短
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潜時成分、７５mかec ～ ６５５mかecまでの中潜時成分、６５５ 

mかec以後の長潜時成分に分けて考えた。ラベンダーの

匂い刺激によって、SEPの中潜時・長潜時成分は潜時

延長し、中潜時成分で振幅増大し、長潜時成分で振幅

減少した。SEPの起源については約７５mかecまでの短潜

時成分は皮質下起源の電位であり、覚醒水準、麻酔剤な

どの影響を受けにくいとされる。それ以後は、早期に出

現する成分ほど刺激対側の大脳皮質感覚野の上肢支配領

域直上の頭皮上付近に限局するが、潜時６５５mかec以降の

頭皮上分布は頭頂で最高電位を示し、左右対称性に広範

囲となり、音や光刺激による反応との共通性をもってく

る。これらの特徴より加藤 ６６）は、潜時６５５mかecを境界

とし、中潜時成分と長潜時成分とに分けた。そしてこの

ような特徴から、SEPの中～長潜時成分のうち早期に

出現するものほど大脳皮質一次感覚野と密接な関係を

もって発生し反対に潜時が長くなるにつれて皮質連合野

やその他の皮質領域など、体性感覚系とは別な非特異的

な経路から生じているものと考えられている ６７）｡ また、

視床は脳幹部網様体からの入力を受け、皮質と視床皮質

路を形成するとされている ６８）ので、中潜時成分は脳幹

部や視床の機能を反映するものと考えられる。また、意

識状態や注意など精神的要因でも変化しやすい大脳誘発

電位の中～長潜時成分の生理学的機序は複雑であるが、

潜時の変化は大脳白質、振幅の変化は大脳灰白質の機能

を反映する ６９）という報告がある。SEPの結果では，ラ

ベンダーでの有意な変化は、匂い刺激中あるいは刺激後

の、中潜時成分と長潜時成分の潜時延長であり、頂点間

振幅は、匂い刺激中あるいは刺激後に中潜時成分で振幅

増大し、長潜時成分で振幅減少であった。ラベンダーの

匂い刺激が、SEP長潜時成分を潜時延長、振幅減少さ

せたことより、大脳への抑制作用を持つものと考えられ

る。中潜時成分でも潜時延長させたことから、ラベン

ダーの匂い刺激は脳幹部や視床へも抑制作用を持つもの

とも考えられるが、中潜時成分の振幅を増大させたこと

は、大脳抑制により二次的に視床皮質路、視床、脳幹部

の神経活動がおきたことを示唆しているものではないか

と考えられる。また、嗅覚系では嗅上皮においでも、あ

る程度の匂いの識別が行われており、ラベンダーの匂い

が嗅上皮から嗅球を経て眼窩前頭葉嗅覚領に達するまで

にも識別され、脳幹部、視床などにも影響を及ぼしたも

のと考えられる。

　井崎ら ６5）は、ラベンダーがVEPへ及ぼす影響につ

いて検討した。VEPとは網膜に光刺激を与えた時に大

脳皮質視覚野に生ずる電位である。匂い刺激中、VEP

は短～長潜時成分において有意に潜時延長、振幅減少し

た。皮質下では視床特殊核である外側膝状体において視

床背内側核より視床網様核を介して嗅覚性入力をうけ抑

制の作用が生じたと考えられる。網膜及び外側膝状体に

おける抑制性の神経伝達物質はGABAであるというこ

とからも、ラベンダーの匂い刺激がGABA系を介して

中枢神経を抑制すると推測している。

　高次の過程を反映する電位をERPかと呼ぶ。ERPかは、

リラクゼーション効果の指標となるα波と異なり、認知

（視覚や聴覚、嗅覚などの感覚器官を通して入力された

現象を脳が分析統合する過程のこと）あるいは情報処理

といわれる過程が脳で遂行されている際の活動を電気生

理学的に表現するものである。ERPかでは、潜時の短縮

は覚醒を、延長は鎮静を意味する。ERPかの中で最も研

究が進んでいるのがP８５５といわれる成分である。P８５５

は認知後８５５mか前後に発生する陽性電位で、大脳にお

ける認知文脈の更新という高次精神活動を評価する上で

の有用な指標とされる。潜時が短ければ課題の遂行速度

が速く、振幅が大きければ遂行能力が高いことを意味す

る。実際、健常人において、P８５５は４歳以下では出現

せず、６歳以上の被検者から全例出現し、大脳の発達と

共に潜時が短縮し６5、６6歳が最高となり、その後延長

していくといわれている ６6）。精神疾患である認知症の

患者 ６7， ６8）、統合失調症の患者 ６9）では有意な延長を認め

るといわれている。また、パーキンソン病患者では、精

神的疲労を受けた時、有意に延長するといわれている

７５）。さらに、糖尿病患者ではP８５５の潜時は延長し、振

幅は低下すると報告されている ７６）。アロマセラピーの

領域では、ラベンダー、グレープフルーツ、イランイ

ランの吸入でP８５５の振幅低下 ７７）がみられ、レモンの

吸入でP８５５の振幅の増大がみられると報告されている

７８）。しかし、ラベンダーの匂いを低濃度に希釈して用

いた場合、無臭対照に比し潜時が短く、振幅が大きかっ

た。潜時が短ければ課題の遂行速度が速く、振幅が大き

ければ遂行能力が高いことを意味する。つまり情報処

理、情報処理機能を向上させる効果も期待できることが

明らかとなった。このことは、精油の中には、希釈度の

違いによって脳機能の鎮静効果と賦活化という異なる側

面を示すものであり、目的とする効果によって、用いる

濃度を考慮すべきことが示唆されている ７９）。

　脳波のなかに注意・集中力を反映するといわれている

CNVといわれる電位がある。鳥居ら１）は、様々な精油

の匂いがCNVの早期成分の振幅に及ぼす効果を系統的

に調べた。CNVの早期成分は遂行中の課題に関連する

何らかの情報処理を反映すると考えられている。ラベン

ダー１）， ７5） はCNVの早期成分の振幅を減少させること
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を報告している。このことから、ラベンダーの香りは情

報処理能力に何らかの影響を及ぼす可能性が高いことが

考えられる。

４．ラベンダーの香りが脳血流量に与える影響

　最近では、ポジトロン断層法（poかiがおon emiかかion 

がomogおaphけ、PET）、機能的磁気共鳴画像法（fきncがioδ

nal magneがic おeかonance imaging、fMRI）、近赤外線

分光法（光ポトグラフィー：NIRS）などを使用するこ

とで、脳内の血流量の変化を捉えることができる。外部

からのいろいろな刺激に対してどのような変化が生じる

のかを測定しているが、変化は非常に小さく香りの効果

だけを取り出すのは難しいため、結果の解釈も十分な注

意が必要である。

　PETでの実験でラベンダー刺激を行った際に共通し

て見られる変化としては、右上側頭回の活動低下と左後

部帯状回の活動の上昇が見られた４）。側頭葉前方の活

動の低下は、ラベンダーにより情動的に安定したと考え

ることができると報告されている ６７）。しかし、逆に後

部帯状回は、やや複雑な運動を習得するとき、視覚情報

と運動情報との統合 ７6）感情を呼び起こすような言葉 ７7）

などで賦活されるとされ、むしろ、覚醒レベルを上げる

方向に刺激する可能性もある８）述べられている。

　fMRIを使用した研究によれば、前頭眼窩野外側は嗅

覚に深く関わっていることが判明している。NIRSによ

る測定でも、芳香刺激により前頭眼窩野外側が活性化す

ることが確認された ７8）。

　上田ら ７9）は痛みと同時にラベンダーの匂い刺激を与

えることによってどのような脳血流量の変化が見られる

のかを検討した。痛覚刺激に関する情報は、脊髄視床路

（正常な部位情報を提供）と脊髄網様体視床路（疼痛の

情動成分に関する情報を伝達）の両経路を上行する。脊

髄視床路の視床での終末は、後方領域を含んだ随板内核

にあり、一次体性感覚野、二次体性感覚野のみならず帯

状回前部、前頭前野、大脳基底核、島皮質などの大脳の

広い範囲に投射していると言われている。同様に脳血流

量においても右の手指に疼痛刺激のみを与えるとほぼ痛

みに同期して両側視床、両側一次知覚野、両側一時運動

野、両側側頭葉、両側後頭葉、脳幹、両側扁桃体、左前

頭前野に脳血流量の増加を認めた。ラベンダーの単独刺

激では、両側扁桃体、視床、前頭前野、特に眼窩回での

血流の増加を認めた ８５）， ８６）。痛みと同時にラベンダーの

匂い刺激が加えられると左前頭葉外側野の脳血流の増加

は認められなかった。このことは、鎮静系の香りが疼痛

の情緒的な成分の反応を減弱（すなわち緩和もしくは癒

し）させたと考えられる ８７） －８5）と報告している。他の

実験では香りを嗅ぐと意識障害の有無にかかわらず側頭

葉内側部、扁桃体、海馬、前頭前野などの脳血流が増加

した報告している ８５） －８5）。視床下部ではラベンダーの

匂い刺激で脳血流量が減少した（鎮静系）。視床下部に

は、睡眠―覚醒のリズム、交感神経、各種ホルモンの生

成、食欲、飲水などの調節機能があり、それらを香りが

修飾すると考えられた。

　嗅上皮に存在する嗅覚受容器細胞の軸索は、篩板の小

孔を経由して嗅球へ至り、そこの嗅糸球体において僧帽

状細胞の樹状突起とシナプス形成する。僧帽状細胞の

軸索は嗅索を経由して、扁桃核および辺縁系の７つの領

域、つまり梨状皮質と嗅内皮質に直接投射する。扁桃核

は嗅覚情報を視床下部に送り、嗅内皮質は海馬へ、そし

て梨状皮質は視床下部と、視床背内側核を経由して前

頭前野皮質へ送られる。Plaillけら ８6）は視床の背内側核

を介するのは香りを意識的に選別したり、香りに強い注

意を与えることに関連しているということを fMRI の

実験で明らかにした。視床の背内側核と嗅覚に関して

は Poelingeおら ８7）の研究がある。嗅覚には慣れの現象

があるが末梢のみでの現象ではなく中枢においても慣れ

が観察されることを示した。海馬、島前部の慣れの現象

は一次嗅覚野の慣れのパターンに従っているが、海馬、

島前部の賦活が減衰しても、眼窩前頭葉の活動は持続す

る。一次嗅覚野の慣れ現象により、賦活が弱まるのに対

し、視床背内側核はより長い活動（８５秒）が認められ

ることから眼窩前頭葉の長期にわたる賦活は視床背内側

核を介した投射によるものとも考えられる。視床は視

覚・聴覚・味覚・体性感覚の中継地点である。我々が普

段生活している中ではこれらの感覚がすべて統合され眼

窩前頭葉でその匂いへ感情を含めた意味づけをおこなっ

ているのであろう ８8）と考えられている。

５．ラベンダーの香りが持つ中枢薬理作用

　精油は、植物の持ついろいろな化学的成分の混合され

たものである。１つ１つの成分がまじりあい、精油の特

徴ある香りを発散している。例えば、ラベンダーの香り

を匂っているときは、リナロールや酢酸リナリルなど

の分子が鼻腔に吸い込まれている。多くの精油や香り

成分は脂溶性であるため、容易に血液脳関門を透過し、

脳内に取り込まれて、薬物と同様に中枢神経系、特に

GABAA受容体に作用する可能性が高い２）， ８9） －９６）と言

われている。ラベンダーの成分の１つであるリナロール
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の作用発現には、神経伝達物質の６つであるグルタミン

酸が関与している ９７） －９5）という報告がなされている。

しかし、精油に含まれているいくつかの成分の中枢薬理

作用及び、その作用が発揮される機序についてはまだ十

分解明されていない。精油を吸入した結果現れる作用

を、その精油のもつ薬理学的効果としており、主にラッ

トやマウスを用いた行動薬理試験が多く用いられてい

る。

　ラベンダーにおいては以下の様な報告がなされてい

る。薬物（ペンチレンテトラゾール、ピクロトキシンな

ど）や電気ショックで誘発したけいれんを抑制するか否

かで、抗けいれん作用の有無を判定する実験でラベン

ダー ９6）は抗けいれん作用が認められている。自発運動

活性（特定の刺激を与えない場合に動物が示す自発的

な運動）を抑制する作用を鎮静作用という。オープン・

フィールドや、フォトセル法、電磁場法を用いて自発運

動活性を測定した結果、ラベンダー ９7）に鎮静作用があ

ることが報告されている。Gelleおタイプ行動実験におい

て抗不安作用の検討がなされている。Gelleおタイプの行

動実験とは、葛藤ストレスや不安に対して薬物がどのよ

うな作用を示すかという抗不安薬の評価方法の一つで、

レバーを押すことにより餌が得られるという条件付けを

されたマウスを用いて行われる。警告期には、レバー

を押すと７５回に１回の割合で電気ショックが与えられ、

安全期にはレバーを押すと常に餌が与えられる。普通の

状態のマウスでは、電気ショックへの不安から警告期に

はレバーを押す回数が減少する。一方、抗不安薬を投与

されたマウスでは電気ショックに対する不安が減少する

ので、警告期にもレバーを押す回数が減少しない。そし

て、餌を得たいが電気ショックを受けたくないという葛

藤状態でもあるので、抗不安作用及び抗葛藤作用を評価

できる。この実験においてラベンダー ９8）は抗不安作用

があることが報告されている。

　ラベンダー精油の主な作用としては、抗けいれん作用

９7）、鎮静作用 ９9）、抗不安作用 5５）などがあることがわか

た。一つの精油についてさまざまな作用が報告されてい

るのは、含有成分の種類や量がことなるためであると考

えられている。

５．おわりに

　香りが自律神経や、脳波、脳血流量に影響を及ぼして

いることがわかった。特にラベンダーは自律神経系に対

しては副交感神経を刺激すること、また、脳波に対して

は抑制性に働く可能性が高いことがわかた。そして、ラ

ベンダーの薬理作用としては、抗けいれん作用、鎮静作

用、抗不安作用があることがわかった。しかし、その作

用機序はまだはっきりしていない。香りは脳に対して何

らかの効果があり、単なるプラシーボ効果ではないとい

うことが示された。
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８７）上田　孝：音楽と香りを用いた痛みの緩和，脳循環代謝，
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科，7，８６５δ８６８，７５５８３
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A reviw of Lavender Fragrance and Neural Function

Yきko Yきおきgi １）　　Toかhiaki Sきげきki ２）

１）Gおadきaがe School of Healがh Scienceかγ Gおadきaがe School of Kanかai Univeおかiがけ of Healがh Scienceか

２）Clinical Phけかical がheおapけ Laboおaがoおけγ Facきlがけ of Healがh Scienceかγ Kanかai Univeおかiがけ of Healがh Scienceか

Abstract

　Aおomaがheおapけ iか a folk おemedけ３ Iが iか defined aか a foおm of alがeおnaがive medicine がhaが きかeか eかかenがial oilか３ The 

pきおpoかe of がhiか papeお iか がo おevieく aおがicleか おelaがed がo がhe efecがか of lavendeお oil on がhe aきがonomic neおve fきncがionかγ 

elecがおoencephalogおam (EEG)γ bおain blood かがおeam and medicinal acがion３

　The aおoma of lavendeお oil eぐhibiがed an eぐciがaがoおけ effecが on がhe paおaかけmpaがheがic neおve かけかがem３ Iが decおeaかed 

かeおきm glけceおol levelかγ bodけ がempeおaがきおeγ and blood pおeかかきおe bきが incおeaかed food inがake and bodけ くeighが３ Moおeoveおγ 

がhe aおoma incおeaかed αδくave indきcがion indicaがing がhaが iが haか おelaぐaがion efecがか３ Fおom がhe おeかきlがか of analけかiか of 

かomaがoかenかoおけ evoked poがenがialか (SEP) and viかきal evoked poがenがialか (VEP) in EEGγ がhe aおoma かeemed がo depおeかか 

がhe cenがおal neおvoきか かけかがem fきncがion３ Fきおがheおmoおeγ がhe effecがか of がhe aおoma on がhe blood かがおeam くeおe diffeおenが 

among がhe bおain おegionか３Aか a phaおmacological fきncがion of がhe aおomaγiが haか been かhoくn がhaが がhe aおoma haか 

anがiconvきlかanがγかedaがive and aがianぐieがけ efecがか３ 

　Thiか かがきdけ かきggeかがか がhaが がhe aおoma of lavendeお oil haか ceおがain phけかiological efecがか on bおain fきncがion３ Hoくeveおγ 

がhe きndeおlけing phけかiological mechaniかmか おemain きncleaお３ 

Keywords：Aおomaがheおapけγ Lavendeおγ Neきおologic fきncがion
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文献研究

上肢運動に際した先行随伴性姿勢調節に関する文献的研究

丸岡　祥子１）　　鈴木　俊明２）

１）関西医療大学大学院　保健医療学研究科

２）関西医療大学保健医療学部　臨床理学療法教室

要　旨

我々が運動を起こそうとする場合、その運動に際して生じると考えられる姿勢の乱れに対して事前に制御しようとす

る機構が作用している。意図された運動によって生じる姿勢の乱れは身体にとって外乱となり、この外乱に対応する

機構が備わっているからこそ我々は安全に動作を遂行できる。この機構を先行随伴性姿勢調節（anがicipaがoおけ poかがきおal 

adjきかがmenがか：APA）という。APAについての研究は６ＥＢＣ年の発見を始めとして多くの研究者によって行われてきた。

今回の文献的研究では、これまでAPAの指標とされてきた筋電図による筋活動や足底圧中心（cenがeお of fooが pおeかかきおe：

COP）の移動によって分類し、明らかになったことをまとめることとする。また動作課題の変化によってもAPA の研究

がなされており、特に動作速度を変化させた中でのAPAについて考えることとする。

キーワード：APA、上肢運動、COP、動作速度

１．はじめに

　我々が日常生活活動（以下ADL）において上肢を用

いる機会は数多くある。食事動作や更衣動作、入浴動作

は主として上肢を用いる運動であり、その他にも棚の上

の物を取る、洗濯物を干す、床に落ちたものを拾い上げ

るといった動作においても上肢を用いる。

　リーチ動作一つを取って考えてみると、これまでに手

を伸ばして物を取ったという経験から、どのぐらいの距

離で、どのぐらいの速さで上肢を伸ばせばよいか、また

その物の形や重さに合わせて手をどのように持っていけ

ばよいか、ということを予測し企画する。リーチ動作自

体は単純な動作であり、理学療法場面においてもリーチ

動作を用いた運動療法や、物を投げるといった動作を行

うことが多い。しかし、単純なリーチ動作であっても個

人間での動作パターンは様々である。様々であるがそれ

ぞれの場合に運動は予測に基づいて企画され、発現する

までの間にも中枢神経系によって準備や調整が行われて

いる。

　このように、動作が生じる前には中枢神経系が行おう

とする運動課題にとって必要となる力や方向などを予測

し、事前に企画している１）。運動の失敗が生じるのは、

中枢神経系が活動を制御するのに予測過程を用いている

ことの現れである。運動に適した予測過程が行われるこ

とにより我々は立位での上肢運動中にも転倒せずに姿勢

を保持し動作を遂行することができる。予測的にプログ

ラムされるこの過程は、これまでに行ってきた運動の経

験から成り立っているということからも、予測的な姿勢

調節にはヒトの発達過程は大きく関わってくると考えら

れる。我々はこれまでの経験から得た学習の結果、動作

を開始しようとする場合に、その動作が引き起こす不安

定性を補償するようにプログラムするのである。このよ

うな機構を先行随伴性姿勢調節（anがicipaがoおけ poかがきおal 

adjきかがmenがか：APA）という２）。この姿勢調節機構を

理解することは、我々の運動の発現を理解する上で必要

であり、理学療法場面や動作指導など、臨床的にも応用

し得ると考えられる。そこで今回、APAについて調べ

て見ることとした。

　APAは、６ＥＢＣ年、Balenしkiiら３）によって最初に報

告され、現在に至るまで多数の研究者によって報告され

てきた。Balenしkiiら３）は、安静立位の状態から一側上

肢をできるだけ速く水平位前方へ挙上した際に主動作筋

である三角筋よりも先行的に同側の大腿二頭筋と対側の

脊柱起立筋に筋放電が出現することを発見した。一側上
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肢を素早く挙上する、という課題を遂行することによっ

て、立位姿勢を保とうとしていた身体の平衡は乱され、

不安定になる。これを補償するために、先行的な姿勢調

節機構が働くと考えられたのである。藤原ら４）は平衡

が乱される第一の理由として、身体の一部の運動によっ

て全身の幾何学的位置関係が変化し、その結果身体重心

の位置が変化することを挙げている。そして第二に、例

えば運動している上肢は、身体の残りの部位によって支

持され、運動行為と関係した動的力は作用反作用の法則

に従って支持部に作用することを挙げている。つまり、

意図された運動によって生じる平衡の乱れは、姿勢制御

にとって外乱となるのである。生じる外乱に対し、先行

的に補償しようとする機構が働くからこそ、あらゆる運

動を安定した姿勢を保持した状態で円滑に遂行するこ

とができると考えられる。このようなAPAについての

研究が多くの研究者によって進められてきた。しかし

APA は未だ明確になっていない面が多く、発現機序や

運動の種類によるAPAの差異などといった課題は山積

している。

　今回、医中誌・Medlineで「先行随伴性姿勢調節」

「APA 」のキーワードで検索した。収集した論文をま

とめるにあたり、まずはAPAを明らかにするための

パラメータによって分類した。APAのパラメータは筋

電図による筋活動、また足底圧中心（Cenがeお of fooが 

pおeかかきおe：以下COP）によって示される。APA研究の

先駆けとなった研究では筋電図を指標に用いており、ま

ず初めに発見されたものは主動作筋に先行して生じる姿

勢保持筋の活動である。その後姿勢保持を行っていると

いう課題の中でCOPの変化も合わせて検討されるよう

になった。そして、あらゆる動作の中でAPAの研究が

なされ、動作速度を変化させた中でのAPAについての

検討が行われてきた。

　そこで今回以下にAPAの筋活動特性や足圧中心につ

いて述べたのちに動作課題の運動速度との関係について

分類し、まとめることとする。

２．APA研究によって明らかとなった筋活動特性

　前述したBalenしkiiら３）は、素早い上肢挙上時に、主

動作筋である三角筋の筋活動に先行する大腿二頭筋・脊

柱起立筋の筋活動の存在を明らかにした。この報告が起

点となり、以後多くの研究者が大腿二頭筋や脊柱起立筋

に着目し、研究を進めている。それらを年代順に見てい

くと、APAに関与する筋活動パターンや症例研究とい

うように次第にその特徴が明らかになっていることがわ

かった。

　まずLee ５）は、被験者５名に対して４日間に渡り左

右上肢のいずれかを挙上させる課題を練習した。４日間

の各々の日に、１ブロックにつき右側あるいは左側上肢

の試行を６Ａ回行い、これを９ブロック実施する（合計

Ｂ５試行）。この４ブロックという条件は、著者の先行研

究により練習を行うことにより神経筋パターンに改善を

認めることが示唆されていた回数である。この研究の目

的としては、姿勢保持筋（大腿二頭筋）の先行的な活動

とパフォーマンスとの関係性を明らかにすることや、多

様なパターンの特徴と数日にわたる練習を経た学習に

よって変化するパターンを分析することであった。結果

としては、練習による筋活動パターンの変化は生じな

かったが、３名の被験者で左側上肢を挙上した時のみ、

同側（左側）の大腿二頭筋の筋活動が主動作筋である三

角筋の筋活動よりも先行することがみられた。つまり主

動作筋よりも姿勢保持筋である大腿二頭筋の活動が先行

しており、APAの出現頻度が増加したということにな

る。このことからAPAの出現には学習が関与すること

を示唆した。

　Boきiかeががら６）は、一側上肢を屈曲した際の筋活動を

あらゆる筋より測定している。結果、屈曲側と同側では

主動作筋である三角筋の活動開始６Ａ５mかec前にヒラメ筋

の筋活動抑制が認められた。そして運動側の上肢と同側

の半腱様筋や大殿筋の先行的な活動増加も生じていた。

運動側の上肢と反対側の下肢では、三角筋の活動開始前

に大腿筋膜張筋の活動が生じていた。これらは各個人に

よって開始姿勢や戦略が異なっているにも関わらず、同

様のパターンが生じていた。先行研究の知見に加え、運

動と反対側の大腿筋膜張筋・同側の大殿筋の先行的な活

動が立証された。

　またHoおakら７）は、健常者８５名と脳血管障害片麻痺

患者６８名とを同じ課題で比較している。課題は次の４

種類（①～④）である。①速い課題：できるだけ右上肢

を速く挙上し、その後急速に降ろす課題、②遅い課題：

より遅く、多様な速度で右上肢を挙上する課題（速度の

多様性を出すため、被験者が極端に速くした場合や遅く

した場合にのみ口頭指示を行う）、③反応時間条件：二

つのライトが目の高さに設置されており、右のライトが

点灯するとすぐに右上肢を急速に挙上し、消灯まで挙上

位を保持する。左のライトも左上肢で同様に行うとい

う課題、④重錘負荷課題：右手関節に５３Ｅkgの重錘を付

け、①の課題を反復する課題である。脳血管障害片麻痺

患者はこのうち①と④のみ行った。これらの課題では、

筋活動様式に差異はなく、右大腿二頭筋の筋活動は全員
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の片麻痺患者で主動作筋である右三角筋の活動に先行し

ていた。左脊柱起立筋については、６８名中９名で右大

腿二頭筋の後に活動を始めていた。このような反対側に

生じる脊柱起立筋の活動は、①の動作課題において健常

者・片麻痺患者の両者で、右三角筋の活動を高める目的

で先行的に活動するとされている。

　これまで述べたように、主に急速な上肢挙上運動中の

姿勢保持筋の活動について様々な検討がなされている。

いずれも主運動である上肢を前方に振り上げるという動

作に関連があることを示唆している。ここで小宮山ら

８）は動作課題を変え、肘関節の屈曲運動における筋放

電開始順序を調べている。このことにより、主運動が生

じさせる外乱の大きさと、姿勢保持筋の活動の変化を明

らかにしようとしている。結果、運動と反対側の脊柱起

立筋にのみ活動が生じ、他の大腿二頭筋や大腿筋膜張筋

といった筋群の活動は非常に小さくなった。このことか

ら、大腿二頭筋の先行的な活動は、運動パターンに依存

しており、肩関節の前方方向への運動時に選択的に出力

されるということを明らかにした。特に主運動が姿勢保

持に対してより外乱となりうる場合に、予想される身体

動揺を最小限に抑えるという目的のもと、姿勢保持筋の

先行的な活動が生じることが示唆された。

　またIがoら９）は、上肢挙上ではなく、立位姿勢から

のつま先立ち動作を行わせ、APAのパラメータとして

検討される振幅と見越し時間がどのように影響している

かを明らかにしようとした。ここIがoらによって述べら

れている「見越し時間」とは、筋電図では主動作筋であ

るヒラメ筋の筋活動が開始するまでの時間を指してい

る。筋電図における潜時とは異なり、主動作筋が活動す

るまでに姿勢保持に関与するとされる筋（ここでは後方

への重心移動の変位に対する前脛骨筋）が活動している

時間を示す。つまり主運動が生じるまでのAPAを表す

ものである。結果、床反力計で測定された垂直方向への

力（上方推力）は、足圧中心の最大後方変位量・後方荷

重の平均振幅、見越し時間の前頸骨筋の平均振幅と優位

に関係性があった。また上方推力は上方への加速度や足

関節低屈の角加速度とも有意に相関を示していた。つ

まり、これらの結果から、つま先立ち動作に関連して

APA のパラメータである振幅は上方推力と密接に関与

しており、APAは姿勢の乱れを補償するばかりでなく、

目的とした運動の成果にも寄与していることが示唆され

た。

３．足圧中心とAPA の関係性

　筋活動の他に、COP位置による姿勢制御に着目した

先行研究も多く存在する。そもそも健常者は、身体重

心の点にCOP位置を合わせることにより身体の平衡を

保っている。COPの移動範囲は身体重心のそれよりも

大きく、あらゆる運動に際して細かくCOP位置を変化

させることによって安定性を確保している。

　Cおennaら ６５）は、立位姿勢からあらゆる動作課題

（前方ステップ動作・歩行開始・つま先立ち動作・体幹

屈曲動作・バスケットボールを投げる動作・受ける動

作・立ち上がり動作）を行わせ、この時の筋活動と同時

に足圧中心を計測し、これらについて検討を行った。同

じ課題、また異なる課題間で多様な速度で前述した動作

が生じており、ヒラメ筋の筋活動抑制と前頸骨筋の活動

潜時は動作開始に関して一様に高い相関関係を示してい

た。つまり素早い運動の条件下では、より早い段階から

前脛骨筋の放電が生じていたということである。また

全ての動作課題においてCOPの後方変位を認めており、

これはヒラメ筋の活動抑制と前頸骨筋の活動増加によっ

て生じていた。

　Iがoら ６６）は、前項にて述べたAPA のパラメータであ

る足圧中心の変位量を示す振幅と見越し時間が、ステッ

プ動作の開始パフォーマンスに関与しているか、という

ことについて検討している。立位姿勢から、身長の９５%

の位置という様にステップ幅を厳密に規定したステップ

動作を各々の速度で行わせる。COPでは振幅として重

心移動の変位量を、見越し時間として変位開始から動作

開始までの潜時を検討している。結果、速い試行の場

合、COP振幅（変位量）は有意に増加していたが、見

越し時間については有意差を認めていなかった。速度変

化とAPAの時間には関連性がない可能性を示し、ヒト

のステップ動作や歩行開始に関与したAPAが、前庭、

筋、関節からの情報に影響されないかもしれない、とい

う可能性が示された。このことから、ステップ開始の神

経的コントロールが、脊髄よりも上位のレベルで決定さ

れていることが示唆された。

　藤原ら ６７）は、任意のタイミングでの急速両上肢挙上

を行う課題において、挙上前の前後方向の重心位置を規

定した場合と上肢におもりを持った場合にどのように姿

勢調節が変化するかについて検討した。この研究では

安静立位姿勢時の重心位置を、踵から足長の８５%、９Ａ%、

Ｂ５%の三種類に規定しており、今回の被験者の安静立位

姿勢では、足長の９５ ～ ＡＡ%の範囲に重心位置が分布し

ていた。９Ａ%の位置からの上肢挙上によってCOP位置
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は約Ｂ５%まで、負荷時にはＢＣ%までというように、安静

立位姿勢の重心位置よりも極めて大きく前方に移動し、

上肢挙上という運動が大きな外乱刺激となっていること

が分かる。そしてその外乱刺激に対して、おもりを持つ

場合・待たない場合に関わらず、上肢を除く身体部位

の後方移動が先行的に生じていた。しかし、８５%の位置

から上肢挙上を開始した試行では、上肢挙上によって

COPは安定した立位姿勢の重心位置に近づくようにな

り、この時の姿勢保持筋の活動も先行的なものは認めら

れなかった。以上のことより、動作開始時の重心位置は

パフォーマンスが外乱刺激となるかどうかを左右してい

るということが示唆された。外乱刺激となったときにの

み姿勢保持筋の先行的な活動が生じ、調節されている。

この研究結果から、動作開始前の重心位置という情報が

APA の必要性を決定する材料になりうるということが

分かった。

　東ら ６８）は、運動開始時の初期重心位置の違いによっ

てステップ動作の運動成果に及ぼす影響を検討してい

た。動作課題として９種類の初期重心位置を規定して右

下肢を前に出すステップ動作を行わせた。初期重心位置

の規定は、

　Ａ：COPが各被験者の踵から足長の９Ａ％位置（安静

位）

　Ｂ：前方への最大荷重時のCOPの値に対するＡ５％の

位置（前傾位）

　Ｃ：安静位から右斜め前方、約９Ａ度の方向への最大

荷重時のCOPの値に対するＡ５％の位置（右斜め

前傾位）

　Ｄ：運動脚側への最大荷重時のCOPの値に対する

Ａ５％となる位置（運動脚位）

　Ｅ：安静位から右斜め後方、約９Ａ度の方向への最大

荷重時のCOPの値に対するＡ５％位置（右斜め後

傾位）

　Ｆ：後方への最大荷重時COPの値に対するＡ５％位置

（後傾位）

　Ｇ：安静位から左斜め後方、約９Ａ度の方向への最大

荷重時のCOPの値に対するＡ５％位置（左斜め後

傾位）

　Ｈ：支持脚方向への最大荷重時のCOPの値に対する

Ａ５％位置（支持脚位）

　Ｉ：安静位から左斜め前方、約９Ａ度の方向への最大

荷重時のCOPの値に対するＡ５％の位置（左斜め

前傾位）

である。

　被験者は、これら９種の運動開始時の姿勢について体

軸をまっすぐに保つよう指示され、できるだけ素早く片

脚から一定の歩幅で一歩踏み出し動作（右脚を一歩踏み

出し、その踏み出した右脚に左脚を揃えるまで）を行っ

た。結果、動作時間は初期重心位置が右足底にあった時

が最も短く、次いで右斜め後方、右斜め前方の順であっ

た。また初期重心位置が右足底にあった時、および右斜

め後方にあった時のステップ動作では、前脛骨筋の活動

により動作時間の短縮に寄与したと述べている。運動脚

（右）側への初期の荷重情報（足底からの感覚や筋、腱

固有受容器）が前脛骨筋の筋活動に影響を及ぼしている

と示唆された。

　高木ら ６９）は、立位姿勢での上肢挙上中のCOPの軌跡

をパターン化している。COPの移動軌跡は、外観上５

つのパターンが示された。いずれの場合も挙上開始直後

は後方へのCOP変位が生じている。中でも挙上開始直

後に左後方に移動した後に前方には変曲せず、そのま

ま後方に移動する「後方Sパターン」の挙上開始直前の

COP位置は、踵から足長のＢ５ ～ Ｃ５%に位置していたと

いうことである。高木らは、このことについて開始姿勢

の段階から前方への移動範囲が小さいために後方に移動

させる戦略をとったと述べている。上肢挙上運動に際し

て、運動開始直前には後方にCOPを変位させる必要が

あるということはこれまで述べられていたが、運動開始

直後にも後方への変位が生じており、これは運動中に姿

勢調節を行っていたものと考えられた。いずれにせよ、

あらゆる動作の開始には、初期の重心位置が大きく関与

している。そしてその後の運動が姿勢に対して外乱刺激

となればなるほど、COP位置を変化させて姿勢調節を

その都度行っていく必要性があると考えられる。

　これまで、筋電図を用いたAPA研究、またCOPに着

目したAPA研究についてそれぞれ紹介した。藤原ら ６７）

が示すように動作開始前のCOPの情報がAPA の必要

性を決定する材料になりうるという示唆から、動作開始

前のCOP位置はその後の重心変位に伴う筋活動量を規

定する材料となると考えられる。また、これまでAPA

について検討する課題としてあらゆる動作課題が行われ

てきたが、どの動作についても動作速度はAPAに大き

く関わると考えられる。動作速度が速くなればなるほど

身体に生じる慣性力は大きくなると考えられ、その慣

性力に対して身体を制動するためのAPAの必要性は大

きくなると考えられる。そこで次項では、運動速度と

APAの関連性について述べることとする。
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４．運動速度とAPA の関係性

　日常生活活動において、特に上肢を用いて何かの目的

を遂行しようとする場合、より速い運動速度を求められ

ることがある。例えば標的に対して何か物を投げる時

や、物干し竿にタオルなどをかける時などである。ゆっ

くりとした運動では必要な距離に到達することができな

いことがあるかもしれない。APA の研究でも、主とし

て立位保持時の急速な上肢運動課題について検討される

ものが多いが、速度を変化させた中でのAPAの変化に

ついても研究されている。特に、速度の変化とAPA と

の関係性については以下のように検討がなされている。

　Leeら ６Ａ）は、５種類の異なる速度で運動する中で、

姿勢保持筋（ハムストリングスと脊柱起立筋）の筋電図

の振幅または経時的特徴が上肢運動と相互に関係がある

かを明らかにしようとした。立位姿勢で、右肩関節屈曲

運動を行うが、運動速度は視覚的な指標で規定されてお

り、対象者はできるだけターゲットと同じ速度で右肩関

節屈曲運動を行うようにする。動作が生じるまでのハム

ストリングスの潜時は、遅い運動ではばらつきを示して

おり、動作開始に遅れて筋活動が生じるものが多くみら

れていた。つまり、遅い運動では先行的な活動を認めな

かったということになる。また、特に上肢の角速度Ｃ５

～ Ｅ５deg４か７ の点を超えると、ハムストリングスは潜時

と上肢加速度との間に優位な相関を認めていた。そして

ハムストリングスの筋放電開始から６５５mかの間の振幅

値は上肢加速度と優位に相関していた。一方脊柱起立筋

の潜時は速い運動においては一定であり、遅い運動の時

に低い相関を認めていた。いずれも遅い運動課題ではば

らつきを示し、速い運動課題では主動作筋に先行した姿

勢保持筋の活動が認められたと報告されている。

　また先述したHoおakら６）の研究においては、できる

だけ速い上肢挙上を行う課題と、より遅く多様な速度で

上肢挙上を行う課題を比較している。全体例で姿勢保持

筋である大腿二頭筋の活動は上肢運動に先行して生じ、

急速な上肢挙上運動ではすべての動作課題で同様の活動

様式を示していた。一方で遅い上肢挙上運動では姿勢調

整機構は多様性を示していた。

　Cおennaら ６５）はあらゆる課題のうち歩行開始の試行

で運動速度と筋活動の相関を述べている。特に前脛骨筋

の活動増加は、直接的に歩行開始速度と相関しており、

ヒラメ筋の筋活動抑制と前脛骨筋の活動増加が遅延して

いる場合は歩行開始速度と負の相関が得られた。つまり

運動速度とAPAには深い関係性があるということがわ

かり、パフォーマンスに直接関わるということになる。

　しかし一方でIがoら ６６）は、APAの見越し時間はス

テップ動作の速度に関して有意差を示さなかった、と述

べており、速度の変化はAPAの時間には関与しない可

能性を示した。またつま先立ち動作課題を用いた研究

９）においても、上方推力や上方への加速度と見越し時

間の関係性は認められなかった。つまりこれらのことか

ら、運動速度の増加に伴う筋活動やCOP変位の量には

相関が認められるかもしれないが、必要とされる先行的

な活動の時間は必ずしも必要とされないということにな

る。速い運動課題ではAPA の中でも時間的な変化より

も振幅の増大といったように量的な変化が重要であるか

もしれない。

５．おわりに

　今回、APAに着目して考える事により、動作の出現

にはそれ以前に動作を遂行させるための機構が働いてい

る可能性を考えることができた。パフォーマンスの出現

以前の姿勢制御に何らかの問題がある場合も考えられ

る。脳の処理段階に問題がある場合なども考えられ、一

概に姿勢制御の観点からだけで判断することには限界が

あるかもしれないが、先行的な段階から必要な機能に対

して着目することも理学療法の一助となると考えられ

る。
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症例報告

左立脚初期で左側方への転倒傾向を認めた右小脳出血患者の一症例

―右立脚中期以降の同側体幹筋の筋収縮の遅延に着目して－

吉岡　芳泰１）　　米田　浩久２）　　高田　　毅１）　　鈴木　俊明２）

１）玉井整形外科内科病院

２）関西医療大学　保健医療学部　臨床理学療法学教室

要　旨

　歩行の左立脚初期に転倒傾向を認め、右小脳出血を呈した68歳男性を担当した。この転倒傾向の原因として右外腹斜

筋の筋収縮の遅延を考えた。

　そこで、右外腹斜筋の筋収縮の遅延改善を目的に理学療法を行なった。理学療法は、座位での重心移動と右下肢への体

重移動を右外腹斜筋へ短時間の持続的な圧刺激を加えながら実施した。その結果、右外腹斜筋の筋活動は増大した。

　６ヶ月後、右外腹斜筋の筋収縮の遅延が改善した。そのため、歩行の転倒傾向は改善した。

　今回の症例では、障害側外腹斜筋の筋収縮遅延を評価することが重要であったと考える。

キーワード：小脳出血、歩行、筋収縮の遅延、外腹斜筋

Ⅰ．はじめに

　小脳症候における特徴として、測定障害（ジスメト

リー）や姿勢調節の障害により、安定した動作継続が困

難となることが挙げられる。これらの理由として、障害

側と同側の体幹筋や上下肢筋の筋緊張低下が関与すると

いわれている１）。これらの小脳障害による筋緊張の低

下は、γ運動ニューロンによるα運動ニューロンの活動

抑制と関連があるとされているが、病態機序の詳細は不

明である２）。

　従来、こうした小脳障害を呈した症例に対する運動療

法として、弾性緊縛帯や上下肢末梢部への重り負荷法、

固有受容性神経筋促通法（PNF）やフレンケル体操が

行なわれてきた３）。しかしながら、小脳障害における

体幹筋の筋緊張低下に対して、詳細に調査した報告や理

学療法を紹介した報告は少ない。

　今回、右外腹斜筋の筋収縮の遅延による筋緊張の低下

が原因で、歩行の左立脚初期に左側方への転倒傾向を認

めた右小脳出血患者を担当した。歩行時には転倒傾向を

認める場合と認めない場合の２つのパターンがあった。

　このうち、転倒傾向を認める場合の要因として、左立

脚初期のひとつ前の動作である右立脚中期から後期にあ

ると考えた。その理由として、転倒傾向を認める場合と

認めない場合では、右立脚中期から後期に体幹右側屈と

右回旋の程度に違いを認めた。転倒傾向を認める場合の

方が体幹の右側屈と右回旋が増大していた。このことか

ら、転倒傾向の原因として右立脚中期から後期での右外

腹斜筋の筋収縮の遅延による筋緊張の低下を考えた。

　また、歩行の右立脚中期から後期で体幹の右側屈や右

回旋の程度の違いに加えて、転倒傾向を認める場合では

右足趾が伸展し、右前足部への荷重が不十分であった。

そこで、歩行中に転倒傾向を認める場合と認めない場合

では右足部の荷重量に違いがあるのではないかと考え、

圧分布計を用いて評価を行なった。

　以上のことから、歩行時の右外腹斜筋の筋収縮の遅延

に着目し、６７回の理学療法を行なった。その結果、転

倒傾向が改善したので報告する。

　なお、本論文の作成に際し、症例に趣旨を説明のう

え、了解を得た。

Ⅱ．症例紹介

　本症例は、約４年前に右小脳出血を発症された68歳

の男性である。右小脳出血発症後、他院にて立ち上がり
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訓練や立位訓練、歩行訓練等のリハビリテーションを行

なっていた。その後、リハビリテーション目的で関西医

療大学附属診療所に通院を開始した。本症例の主訴は

「歩くとふらつく」、ニードは「歩行の安全性向上」で

あった。

　本症例の基本動作能力は、寝返り、起き上がり、端座

位保持、立ち上がり動作は完全自立であり、立位保持は

修正自立、歩行動作は近接監視レベルであった。

　自宅内や屋外では、自立して歩行を行なうことが困難

であったため車いすでの生活を余儀なくされていた。

Ⅲ．理学療法初期評価

　本症例では、歩行動作を獲得することで自宅内での生

活範囲が拡大することや屋外への外出が可能になると考

えた。そこで、主訴である「歩くとふらつく」や「歩行

の安全性向上」といったニードを踏まえて、歩行の動作

観察を行なった。　

　本症例の歩行動作では、左立脚初期で左側方への転倒

傾向を認める場合と認めない場合の２つのパターンが

あった（図１）。

　転倒傾向を認める場合の歩行では、右立脚中期から後

期に体幹の右側屈と右回旋が生じ、遅れて骨盤右回旋を

呈していた。その後、順に右股関節内旋と屈曲、右膝関

節伸展、右足趾の伸展を認めた。続く左立脚初期では、

体幹と骨盤が右回旋位を呈しているために、重心が右後

方へ偏移していた。さらに、この状態から支持脚となる

左下肢へ体重移動を行なおうとするために、過度な左側

方への重心移動となり、左側方への転倒傾向を認めた

（図２）。

　一方、転倒傾向を認めない場合の歩行では、右立脚中

期から後期での体幹の右側屈や右回旋は減少していた。

続く左立脚初期においても、体幹・骨盤の右回旋や右後

方重心の程度はともに減少しており、過度な左側方への

重心移動も減少していた。

　以上の動作観察の結果から、歩行の転倒傾向を認める

場合は右立脚中期から後期で体幹右側屈・右回旋が生

じ、順に骨盤へと右回旋が拡大していた。そこで、この

時期に進行方法とは逆方向への運動が体幹から骨盤で生

じていることに着目して以下の仮説を考えた。

　中村ら４）は、健常者の歩行において、重心が前方へ

移ると、身体は前へ倒れようとするとしており、これを

防ぐために下肢が振り出されるが、その際に身体を前方

に出そうとする推進力と身体を垂直に保つ力が必要であ

ると述べている。また、鈴木ら５）は、正常歩行動作の

立脚中期から後期の間で立脚側外腹斜筋が求心性に作用

することで、体幹の左回旋が生じると述べている。つま

り、立脚中期から後期において、立脚側外腹斜筋の筋活

動が増大することによって歩行時の前方への推進力を補

助するとともに、これに加えて体幹を直立位に保ってい

ると考える。しかしながら本症例では、右外腹斜筋の筋

活動が減少していることで、右立脚中期から後期に体幹

図１．歩行動作観察
　左立脚初期で転倒傾向を認める場合（写真左）と認めない場合

（写真右）の２つのパターンがあった。
　転倒傾向を認める場合と認めない場合の両者の歩行では、左立
脚初期の一つ前の動作である右立脚中期から後期が問題であっ
た。

図２．転倒傾向を認める場合の歩行動作観察
　転倒傾向を認める場合の右立脚中期から後期では、体幹の右側
屈と右回旋が生じ、遅れて骨盤右回旋を呈していた。その後、順
に右股関節内旋と屈曲、右膝関節伸展、右足趾の伸展を認めた。
続く左立脚初期では、体幹と骨盤が右回旋位を呈しているため
に、重心が右後方へ偏移していた。さらに、この状態から支持脚
となる左下肢へ体重移動を行なおうとするために、過度な左側方
への重心移動となり、左側方への転倒傾向を認めた。
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から骨盤にかけての右回旋が生じ、進行方向とは逆方向

の動きが生じていた。そのため、体幹は直立位を保て

ず、前方への推進力が低下していたと考えた。

　また、上記のように体幹が右回旋することで左腰背筋

群の筋緊張が亢進していると考えた。小形６）によると、

多裂筋は脊柱の安定性の維持と姿勢保持に働くとしてい

る。また、根地嶋７）によると、多裂筋は脊柱の伸展と、

収縮側と反対側への回旋に作用するとしている。つま

り、腰背筋群のなかでも特に多裂筋の活動により脊柱を

安定させ、体幹を直立位に保っていると考えるが、右外

腹斜筋の筋活動が減少していることで、相対的に左腰背

筋の筋緊張が亢進し、体幹の右回旋が増大しているので

はないかと考えた。

　この他に、左内腹斜筋の筋緊張低下、左外腹斜筋と右

内腹斜筋の筋緊張亢進を考えた。外腹斜筋は反対側回旋

に、内腹斜筋は同側回旋に作用することから、左内腹斜

筋が筋緊張低下していることで求心性収縮が行なえず、

体幹右回旋を呈していたと考えられる。逆に、左外腹斜

筋、右内腹斜筋の筋緊張が亢進していることで求心性収

縮に働き体幹が右回旋していたと考えた。

　体幹右側屈について、右外腹斜筋の筋緊張低下、右側

の腸肋筋や最長筋、腰方形筋の筋緊張亢進を考えた。右

外腹斜筋は筋線維方向として垂直線維をもつ。さらに、

右側の腸肋筋や最長筋は脊柱の同側側屈に作用し、右腰

方形筋では、腰椎の同側側屈に作用する。これらのこと

から、右外腹斜筋の筋緊張が低下することで、抗重力に

保てず体幹が右側屈していたと考えた。さらに、右腸肋

筋や最長筋、右腰方形筋の筋緊張が相対的に亢進するこ

とで、より一層体幹右側屈を助長しているのではないか

と考えた。

　また、右立脚中期から後期では、右股関節内旋や屈

曲、右膝関節伸展が体幹の右側屈・右回旋に遅れて生じ

ていたため、大腿筋膜張筋の筋緊張亢進を考えた。安

藤８）は、健常者の歩行の立脚相の股関節では、中殿筋、

大殿筋上部線維、大腿筋膜張筋が同側側方の支持性を確

保すると述べている。また、小野沢９）は、大腿筋膜張

筋と中殿筋は歩行時の立脚相における前額面の身体安定

性に関与していると述べている。本症例では、右立脚中

期から後期で生じる体幹右側屈・右回旋によって右後方

への過度な重心の変移が生じていたと考えられる。これ

に対して、右側方への支持性を高めるために、大腿筋膜

張筋や中殿筋の筋緊張が亢進したのではないかと考え

た。

　また、右股関節の伸展運動が乏しい状態であったた

め、右大殿筋の筋緊張低下と右股関節伸展可動域制限を

考えた。Neきmann６５)は、歩行の足趾離地の直前で、股

関節は約６５°の最大伸展をとると述べている。つまり、

約６５°の股関節伸展角度があることで歩行時の前方への

推進力を得ていると考える。この前方への推進力を発揮

するのが股関節伸展作用を持つ大殿筋であるが、本症例

では大殿筋の筋緊張が低下することで骨盤前傾を呈して

しまい、股関節の伸展運動が乏しくなるのではないかと

考えた。

　また、右足関節背屈が乏しく、右足趾の伸展によって

右前足部への荷重量が低下していた。鈴木らは、深部感

覚の無意識的な伝導路として前・後脊髄小脳路があると

している ６６）。このことから、本症例では、疾患名から

想定して脊髄小脳路の伝導路としての機能が障害されて

いるのではないかと考え、右足関節の深部感覚鈍麻を考

えた。

　以上のことから、右立脚中期から後期で生じる体幹右

側屈と右回旋の主たる原因として右外腹斜筋と考え、同

筋を選択的に評価した。渡邉ら ６７）は、体重移動側の腹

筋群の筋電図積分値は体重移動量の増加に伴って増大

し、体幹を垂直位に保持することに作用すると述べてい

る。この方法に準じて、立位から右下肢へ側方移動を実

施し、右外腹斜筋（右第８肋骨下縁を触診）を詳細に評

価した。結果として、体幹の右側屈と右回旋が増大する

場合では、体重移動開始と同時に右外腹斜筋の筋収縮は

認めず、右下肢に十分に体重移動したときに初めて右外

腹斜筋の筋収縮を確認したため、右外腹筋の筋収縮が遅

延していることを確認した。その後、右下肢で支持した

状態から、左立脚初期を想定し左下肢を前方へステップ

させたが、左下肢への荷重を行なうと同時に左側方への

転倒傾向を認めた。一方、体幹の右側屈と右回旋が減少

している場合では、体重移動量の増大に伴う右外腹斜筋

の筋収縮を確認した。その後、転倒傾向を認めた場合と

同様に右下肢で支持した状態から、左立脚初期を想定し

左下肢を前方へステップさせ、左下肢への荷重を促した

が、左側方への転倒傾向を認めなかった。

　これらの評価から、左立脚初期で左側方への転倒傾向

を認める場面では、右外腹斜筋の筋収縮の遅延が関与し

ていることが確認された（図３）。なお、評価中の右の

内腹斜筋や大殿筋、中殿筋の筋緊張異常は認められな

かった。

　また、理学療法初期評価では、右外腹斜筋以外に挙げ

た機能障害レベルでの問題点の仮説を検証するために検

査・測定を行なった。検査結果として、筋緊張検査では

右外腹斜筋の筋緊張低下、左腰背筋群、右大腿筋膜張筋

の筋緊張亢進を認めた。一方、右大殿筋・中殿筋、両内
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図３．右外腹斜筋の選択的評価
　渡邉ら６７）の方法に準じて、立位から右下肢へ側方移動を実施し、右外腹斜筋（右第８
肋骨下縁を触診）を詳細に評価した。
　結果として、体幹の右側屈と右回旋が増大する場合では、体重移動開始と同時に右外腹
斜筋の筋収縮は認めず、右下肢に十分に体重移動したときに初めて右外腹斜筋の筋収縮を
確認したため、右外腹筋の筋収縮が遅延していることを確認した。その後、右下肢で支持
した状態から、左立脚初期を想定し左下肢を前方へステップさせたが、左下肢への荷重を
行なうと同時に左側方への転倒傾向を認めた。一方、体幹の右側屈と右回旋が減少してい
る場合では、体重移動量の増大に伴う右外腹斜筋の筋収縮を確認した。その後、転倒傾向
を認めた場合と同様に右下肢で支持した状態から、左立脚初期を想定し左下肢を前方へス
テップさせ、左下肢への荷重を促したが、左側方への転倒傾向を認めなかった。
　これらの評価から、左立脚初期で左側方への転倒傾向を認める場面では、右外腹斜筋の
筋収縮の遅延が関与していることが確認された。

腹斜筋、右腸肋筋・最長筋、右腰方形筋、左外腹斜筋の

筋緊張異常は認められず、右股関節伸展や足関節背屈可

動域制限、右足関節の深部感覚障害も認めなかった。

　以上の検査結果から、問題点の要約は次のとおりであ

る。本症例の主要な問題点として、右外腹斜筋の筋収縮

の遅延を考えた。右外腹斜筋の筋収縮の遅延による筋緊

張の低下により、歩行時の左立脚初期で左側方への転倒

傾向が生じていると考えた。右外腹斜筋の筋収縮の遅延

により、右立脚中期から後期に体幹の右側屈や右回旋の

増大を認めたことで、体幹右側屈に加え右回旋が増大す

るため左腰背筋群の筋緊張が亢進していたと考えた。ま

た、遅れて骨盤右回旋が生じ、その後、順に右股関節内

旋・屈曲が出現することで右大腿筋膜張筋の筋緊張が亢

進していると考えた。右遊脚期では、この右大腿筋膜張

筋の筋緊張が亢進するために右股関節屈曲・外転・内旋

してしまうことに加えて、左腰背筋群の筋緊張が亢進し

ていることで、体幹と骨盤の右回旋をさらに増大させて

いると考えた。さらに、これらの状態を維持したままで

左立脚初期へと移行していた。左立脚初期においても右

腹筋群の収縮が困難であったことから体幹の姿勢を直立

位に保持できず、過度に左側方への重心移動が生じ、左

側方への転倒傾向を認めると考えた（図４）。

図４．問題点の要約
　右外腹斜筋の筋収縮の遅延による筋緊張の低下により、歩行時
の左立脚初期で左側方への転倒傾向が生じていると考えた。右外
腹斜筋の筋収縮の遅延により、右立脚中期から後期に体幹の右側
屈や右回旋の増大を認めたことで、体幹右側屈に加え右回旋が増
大するため左腰背筋群の筋緊張が亢進していたと考えた。また、
遅れて骨盤右回旋が生じ、その後、順に右股関節内旋・屈曲が出
現することで右大腿筋膜張筋の筋緊張が亢進していると考えた。
この右大腿筋膜張筋の筋緊張が亢進することで、右遊脚期では、
右股関節屈曲・外転・内旋してしまうことに加えて、左腰背筋群
の筋緊張が亢進していることで、体幹と骨盤の右回旋をさらに増
大させていると考えた。さらに、これらの状態を維持したままで
左立脚初期へと移行していた。左立脚初期においても右腹筋群の
収縮が困難であったことから体幹の姿勢を直立位に保持できず、
過度に左側方への重心移動が生じ、左側方への転倒傾向を認める
と考えた。
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Ⅳ．圧分布計を用いての評価

　歩行時の転倒傾向を認める場合と認めない場合では、

右立脚中期から後期での動作に違いを認めていた。

　動作の違いとして、歩行の右立脚中期から後期で体幹

の右側屈や右回旋の程度に違いがあるほかに、転倒傾向

を認める場合では右足趾が伸展し、右前足部への荷重が

不十分であった。そこで、歩行中に転倒傾向を認める場

合と認めない場合では右足部の荷重量に違いがあるので

はないかと考え、圧分布計を用いて評価を行なった。

　測定には、ニッタ株式会社の体圧分布測定システム

（Bodけ Pおeかかきおe Meaかきおemenが Sけかがem）を用い、歩行

時右立脚中期の圧分布を評価した。本症例の計測では、

歩行時に左足底が圧分布計のシート上を踏まないよう

に、右足底のみがシートに接地するように設定し、３回

測定した。また、対象として整形外科学的かつ神経学的

に問題のない健常者（男性６５名、平均年齢は７７歳±５３9

歳）を設定し、本症例と同様の方法で測定を行った。得

られた本症例と健常者のデータを基に、パソコン上で足

圧最大荷重面積値（右立脚中期）を抽出し、本症例の足

型と健常者の代表的な足型を比較した。

　結果として、本症例では３回測定を行ったなかで６回

転倒傾向を認め、２回転倒傾向を認めなかった。また、

健常者と転倒傾向を認めない場合に比べ、転倒傾向を認

める場合では右後方重心（右後足部での荷重）を呈して

いた（図５）。

図５．圧分布計による評価
　歩行の右立脚中期から後期で体幹の右側屈や右回旋の程度の違
いに加えて、転倒傾向を認める場合では右足趾が伸展し、右前足
部への荷重が不十分であった。そこで、歩行中に転倒傾向を認め
る場合と認めない場合では右足部の荷重量に違いがあるのではな
いかと考え、圧分布計を用いて評価を行なった。結果として、健
常者と転倒傾向を認めない場合に比べ、転倒傾向を認める場合で
は右後方重心（右後足部での荷重）を呈していた。

Ⅴ．理学療法

　理学療法は、１回あたり９５分、月２回で６か月間に

わたって行い、計６７回実施した。理学療法では、特に

右外腹斜筋の筋収縮の遅延改善を目的に実施した。松

本ら ６８）は、筋への短時間の持続的な圧刺激が筋活動を

増大させると述べている。そこで、本症例では、体重移

動中に常に右外腹斜筋の筋収縮を得ることができるよう

に、同筋に対して短時間の持続的な圧刺激を加えながら

各治療課題を行なった。

　治療課題は次の通りである。鈴木ら ６９）は、外腹斜筋

単独部位での筋電図積分値相対値については、両側とも

に側方移動距離の変化に対し増加傾向を示したと述べて

いる。このことから、選択的に右外腹筋の筋活動の増大

が図れるように座位での重心移動を選択した。座位での

重心移動では、体幹の右側屈や右回旋が生じないよう体

重移動直前から右外腹斜筋へ短時間の持続的な圧刺激を

加え右外腹斜筋の遠心性収縮を促した。

　次に、座位での右外腹斜筋の選択的な筋収縮を獲得し

た後に、立位から右下肢に右斜め前方方向への体重移動

を実施した。右下肢への体重移動直前から筋収縮を認め

るまでの間に右外腹斜筋へ短時間の持続的な圧刺激を加

えながら、右斜め前方へ体重移動を誘導し、選択的に筋

収縮を促した。

　その後、右外腹斜筋の持続的な筋収縮を確認した後

に、右下肢支持の状態で左下肢を前方の椅子上に挙上す

るステッピング練習を実施した。この時、単に前方の椅

子上に挙上するステップ動作を行なっただけでなく、左

下肢をステップ台へ挙上させた状態から左下肢を踏み込

むように指示し、歩行の右立脚中期から後期を想定した

体幹の左回旋を促すとともに右外腹斜筋へ短時間の持続

的な圧刺激を加えながら実施した（図６）。

図６．理学療法
　右下肢支持の状態で左下肢を前方の
椅子上に挙上するステッピング練習を
実施した。この時、単に前方の椅子上
に挙上するステップ動作を行なっただ
けでなく、左下肢をステップ台へ挙上
させた状態から左下肢を踏み込むよう
に指示し、歩行の右立脚中期から後期
を想定した体幹の左回旋を促すととも
に右外腹斜筋へ短時間の持続的な圧刺
激を加えながら実施した。
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　最後に、歩行訓練を実施した。歩行訓練では、右肩関

節を把持した状態から右立脚中期から後期に体幹の左回

旋に伴う右前足部への荷重を誘導した。

Ⅵ．６７回治療後の理学療法評価

　初期理学療法評価時では、右立脚中期から後期に体幹

の右側屈と右回旋を認め、続く左立脚初期では、左側方

への転倒傾向を認めていた。これに対して、６７回治療

後では、右立脚中期から後期での体幹の右側屈と右回旋

が軽減したことで、遅れて出現していた骨盤右回旋や右

股関節内旋・屈曲、右膝関節伸展と右足趾の伸展も軽減

した。そのため、続く左立脚初期での左側方への転倒傾

向は改善した（図７）。

図７．理学療法前後の歩行動作観察
　初期理学療法評価時では、右立脚中期から後期に体幹の右側屈
と右回旋を認め、続く左立脚初期では、左側方への転倒傾向を認
めていた。６７回治療後では、右立脚中期から後期での体幹の右
側屈と右回旋が軽減し、続く左立脚初期での左側方への転倒傾向
は改善した。

　歩行時に転倒傾向を認める場合、初期理学療法評価で

は、右外腹斜筋の選択的評価で体幹の右側屈や右回旋が

増大し右外腹斜筋の筋収縮の遅延を認めていた。しかし

ながら、６７回治療後では、体重移動開始直後から体幹

の右側屈や右回旋を認めず、体重移動量増大に伴い右外

腹斜筋の筋収縮を確認した（図８）。

図８．６７回治療後の右外腹斜筋の選択的評価の結果
　初期理学療法評価時の右外腹斜筋の選択的評価での転倒傾向を
認める場合では、体幹の右側屈や右回旋が増大し右外腹斜筋の筋
収縮の遅延を認めていた。６７回治療後では、体重移動開始直後
から体幹の右側屈や右回旋を認めず、体重移動量増大に伴い右外
腹斜筋の筋収縮を確認した。

　６７回治療後の筋緊張検査では、右外腹斜筋、左腰背

筋群、右大腿筋膜張筋の筋緊張は初期時と比べ改善し

た。

Ⅶ．６７回治療後の圧分布計による評価

　６７回治療後に初期理学療法評価時と同様の方法で圧

分布計による評価を行なった。

　結果として、初期理学療法評価時では右後方重心（右

後足部での荷重）を呈していたのに対し、６７回治療後

では、右前足部への荷重量が増大し、健常者のデータに

近づいた（図９）。

図９．６７回治療後の圧分布計による評価
　初期理学療法評価時では右後方重心（右後足部での荷重）を呈
していたのに対し、６７回治療後では、右前足部への荷重量が増
大したことで健常者のデータに近づいた。
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Ⅷ．考　察

　今回、主要な問題として考えた筋収縮の遅延について

述べる。本症例は、右外腹斜筋の筋収縮遅延による筋緊

張の低下を認めていた。通常、病的な筋緊張低下の状態

を呈する場合、筋紡錘内の錐内筋の感受性が保たれてい

ない状態となり、右立脚中期から後期にかけての体幹の

右側屈や右回旋は増大し続けると考える。

　これに対して本症例では、歩行で転倒傾向を認めない

場合もあり、大脳動脈領域の障害とは異なり、筋の収縮

能や筋紡錘錐内筋の感受性は比較的保たれていたと考え

られる。しかしながら、理学療法初期評価時での右外腹

斜筋の選択的評価で、体幹の右側屈と右回旋が増大する

場合では、体重移動開始と同時に右外腹斜筋の筋収縮は

認めず、右下肢に十分に体重移動したときに初めて右外

腹斜筋の筋収縮を確認したため、右外腹筋の筋収縮が遅

延していることを確認した。その後、右下肢で支持した

状態から、左立脚初期を想定し左下肢を前方へステップ

させたが、左下肢への荷重を行なうと同時に左側方への

転倒傾向を認めていた。

　以上の結果、右外腹斜筋の筋収縮の遅延が関与してい

たことが認められたことから、この筋収縮の遅延につい

て以下に考察を述べる。宇川 ６5）は、小脳の求心性経路

として、苔状線維・平行線維があり、プルキンエ細胞の

定常状態での発火頻度などを調整していると述べてい

る。

　またHolmeか６6）は、小脳が運動野を制御して運動が

発現するが、その制御が不十分であるために、運動野の

活動が遅れ、活動の強さが均一に保てないと述べてい

る。これらのことから、小脳への求心性経路の障害によ

りプルキンエ細胞からの発火頻度の変調をきたしていた

ことや、小脳が運動野を制御出来ず、運動野の賦活が遅

れたことが考えられる。このため、本症例では立位から

右下肢への側方移動を行なった際や歩行の右立脚中期か

ら後期で右外腹斜筋の筋収縮の遅延が生じ、体幹の右側

屈と右回旋が増大していたのではないかと考える。

　今回の治療では、歩行時に認めていた左立脚初期での

左側方への転倒傾向の問題点であった右外腹斜筋の筋収

縮の遅延が改善したことで、右立脚中期から後期で認め

ていた体幹の右側屈や右回旋が改善した。

　このことは、鈴木ら５）らが指摘する立脚中期から後

期にかけて作用する立脚側外腹斜筋の筋活動が得られた

ことを意味し、これによって立脚相での体幹姿勢が直立

位に近い状態で保てるようになったことを示している。

　また、治療前では右外腹斜筋の筋収縮の遅延により生

じていた体幹右側屈と右回旋の増大を抑制するために、

左腰背筋群の筋緊張が亢進していた。今回の治療によっ

て、右外腹斜筋の筋収縮遅延が改善され、右立脚相の体

幹姿勢が直立位に近づいたことで、姿勢を保持するため

の代償として作用していた左腰背筋群の筋緊張は改善に

つながったと考えられる。

　また、遅れて出現していた骨盤右回旋とその後の右股

関節内旋・屈曲が減少したことで、右立脚中期から後期

で生じていた右後方への過度な重心の変移が解消され、

右大腿筋膜張筋の筋緊張改善につながったと考えた。

　以上のように右外腹斜筋の筋収縮の遅延改善に加え

て、右大腿筋膜張筋と左腰背筋群の筋緊張が改善された

ことで、右後方重心の改善による右前足部への荷重量が

増大し、左立脚初期へと移行する際に体幹と骨盤の右回

旋増大が軽減したと考える。また、左立脚初期で右腹

筋群の求心性収縮による体幹の左回旋への運動が可能

となったことで、過度な左側方への重心移動が軽減し、

左側方への転倒傾向の改善につながったと考えた（図

６５）。

　今回、右外腹斜筋の筋収縮の遅延に対して、短時間の

持続的な圧刺激を用いて改善を図った。小脳の運動機能

として、脊髄から下小脳脚を経て小脳に至る線維は筋紡

錘、腱紡錘、皮膚の触圧受容器からのインパルスを伝

えるものであり、苔状線維として小脳半球に達する ６7）。

また、小脳からの出力系として、小脳皮質からのプルキ

ンエ細胞があり、小脳核を経由して主に視床を通って運

動皮質へ、また一部は直接脳幹の運動中枢へ達し、大脳

皮質に起始する運動パターンのプログラム作成に関与す

る中枢であるとされている ６8）。

　本症例では、右外腹斜筋への圧刺激を加えながら理学

療法を実施し、本症例の右立脚相で改善を認めた。つま

り、運動療法で圧刺激を用いたことで、圧刺激が求心性

から遠心性への入力・出力という経路を辿り、大脳や脳

幹への線維連絡が促通されたことで筋活動が得られやす

い状態になったのではないかと考える。

　これらのことから、立位から右下肢への側方移動を行

なった際や歩行の右立脚中期から後期で右腹斜筋の持続

的な筋収縮を獲得できたことで、体幹の右側屈や右回旋

が軽減し、体幹を直立位に保つことが可能となったので

はないかと考える。

　本症例は、右立脚中期から後期で異常動作を認め、左

立脚初期の動作の切り替わる時期に転倒傾向を認めてい

た。前述したように、本症例ではプルキンエ細胞からの

発火頻度の変調が考えられることから、前庭動眼反射も
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図６５．考察
　歩行時に認めていた左立脚初期での左側方への転倒傾向の問題点であった右外腹斜筋の筋収
縮の遅延が改善したことで、右立脚中期から後期で認めていた体幹の右側屈や右回旋が改善し
た。そのため、体幹右側屈に加え右回旋が増大するために生じていた左腰背筋群の筋緊張改善
につながったと考えた。また、遅れて出現していた骨盤右回旋とその後の右股関節内旋・屈曲
が減少したことで、右大腿筋膜張筋の筋緊張改善につながったと考えた。これらの結果、右後
方重心の改善による右前足部への荷重量が増大したことで、左立脚初期へと移行する際、右外
腹斜筋の筋収縮の遅延改善に加えて、右大腿筋膜張筋と左腰背筋群の筋緊張が改善されたこと
で、体幹と骨盤の右回旋増大が軽減したと考える。そのため、左立脚初期では右腹筋群の求心
性収縮による体幹の左回旋への運動が可能となったことで、過度な左側方への重心移動が軽減
し、左側方への転倒傾向の改善につながったと考えた

影響していたのではないかと考える。小脳障害を呈した

症例では、頭位の位置関係が変移することで、前庭動眼

反射の影響により転倒するケースをしばしば認める ６9）。

前庭動眼反射とは、頭部の動きによる視線のずれを自動

的に補正する眼球の動きである ７５）。また、頭部が回転

する場合、内耳の半規管によって頭部の動きの加速度

を感知する ７５）。さらに、内耳半規管によって得られた

信号は、一時的に脳幹で情報処理が行われる ７５）。また、

前庭神経核のインパルスは、上行して眼球運動に関与す

るほか、脊髄を下行して頭部の位置や動きに対する四肢

や体幹の位置関係を調節する ７６）。

　これらのことから、小脳出血を呈した本症例は、出力

系であるプルキンエ細胞が脳幹へ直接連絡していること

からも、前庭動眼反射系がうまく機能していなかった可

能性が考えられる。これに加えて、歩行動作の右立脚中

期以降から左立脚初期にかけて、体幹・骨盤の右回旋を

呈し、重心が右後方へ偏移している状態から、支持脚と

なる左下肢へ過度に重心移動を行なったことで頭部の位

置が右後方から左前方へ偏移してしまい、体幹の位置関

係を調節できず、動作の切り替わる時期に転倒傾向が生

じていたのではないかと考える。

　今回の一連の治療によって、本症例は独歩が獲得し、

自宅内で自立して移動することが可能となった。また、

自宅周辺であれば屋外も歩行を行なえるようになった。

　本症例のように、障害側と対側の立脚期に転倒傾向を

呈する小脳出血患者に対して、障害側体幹筋の筋収縮の

遅延を評価することが重要であったことが示唆された。

Ⅸ．まとめ

１．今回、歩行の左立脚初期に左側方への転倒傾向を認

めた右小脳出血患者を担当した。この転倒傾向の原因

は、歩行の右立脚中期から後期にあり、この時期に体

幹の右側屈や右回旋を認めたことから、右外腹斜筋の

筋収縮の遅延による筋緊張の低下を考えた。

２．右外腹斜筋の筋収縮の遅延改善を目的に６７回の理

学療法を実施した。その結果、右外腹斜筋の筋収縮の

遅延が改善し、右立脚中期から後期での体幹の右側屈
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左立脚初期で左側方への転倒傾向を認めた右小脳出血患者の一症例―右立脚中期以降の同側体幹筋の筋収縮の遅延に着目して―

や右回旋が軽減し、左立脚初期で左側方への転倒傾向

が改善した。

３．今回、歩行の障害側と対側の立脚期に転倒傾向を呈

する小脳出血患者に対し障害側体幹筋の筋収縮の遅延

を評価することが重要であったと考える。
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Case Report

A case of Right Cerebella Hemorrhage Showed the Tendency to Fall

at Left Heel Contact During Gait３

 ― Examination of Delay of the Muscle Activity of Right External Oblique

on the Right Stance Phase ―

Yoかhihiおo YOSHIOKA１ RPT １）　　Hiおohiかa YONEDA１ RPT ２）

Takeかhi TAKADA１ RPT １）　　　　Toかhiaki SUZUKI１ RPT ２）

１）Tamai oおがhopedic inがeおnal medicine hoかpiがal

２）Clinical Phけかical がheおapけ Laboおaがoおけ１ Facきlがけ of Healがh Scienceか１ Kanかai Univeおかiがけ of Healがh Scienceか

Abstract

　A 68２けeaお２old male かきffeおed がhe おighが ceおebおal infaおcがion３ He かhoくed がhe がendencけ がo fall aが lefが heel conがacが 

dきおing gaiが３ The caきかe of がhe がendencけ がo fall くaか がhe delaけ of mきかcle acがiviがけ of おighが eぐがeおnal obliqきe３ 

　We peおfoおmed phけかical がheおapけ がo impおove がhe delaけ of mきかcle acがiviがけ of おighが eぐがeおnal obliqきe３ Dきe がo がhe 

manきal pおeかかきおe in a bおief がime がo がhe mきかcle くaか incおeaかed がhe mきかcle acがiviがけ１ がhe eぐeおciかeか くeおe peおfoおmed 

かがand２きp and かがanding くeighが２かifが oveお がhe がheおapiかが pおeかか lighが pおeかかきおe がo がhe おighが eぐがeおnal obliqきe３

　Afがeお 6 monがhか laがeお１ がhe delaけ of mきかcle acがiviがけ of おighが eぐがeおnal obliqきe くaか impおoved３ The がendencけ がo fall 

dきおing gaiが くaか noが おecogniげed３

　In がhiか caかe１ iが iか かきggeかがed がhaが がhe conかideおaがion of がhe delaけ of mきかcle acがiviがけ of eぐがeおnal obliqきe on diかoおdeおed 

かide iか impoおがanが がo impおove がhe がendencけ がo fall dきおing gaiが３

Keywords：ceおebおal infaおcがion１ gaiが１ delaけ of がhe mきかcle acがiviがけ１ eぐがeおnal obliqきe
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学内LANへのWPA７エンタープライズでの接続試験

研究報告

学内LANへのWPA2エンタープライズでの接続試験

横田　　矗

関西医療大学　保健看護学部

要　旨

　この数年来Wi２Fi準拠の機器が普及したことやスマートフォンを活用する学生が増加したことで，学内LANへのセ

キュリティの高いアクセスポイントの設置は全国的に大規模に行われるようになっているが，当大学では未だ古いタイ

プのものが設置されている。ここではWPA７でエンタープライズモードの無線LANを容易に稼動させるように，内蔵

RADIUSサーバ機能を持つ無線ルータWAPM－APG８５５Nを学内LANの一つのVLANに設置し，ノートPCやタブ

レットPCでの接続テストをした。結果はいずれも容易にEAP２PEAPモードでの接続が可能であった。

キーワード：RADIUSサーバ，WPA，WPA７，EAP，Wi２Fi

Ⅰ．はじめに

　 無 線LANの 標 準 化 は６997年 にIEEE8５７３６６の 規 格

名で制定されたが、さらに高速化を目指した標準化が

６999年にIEEE8５７３６６a、IEEE8５７３６６bの規格名で制定さ

れた。伝送速度は、それぞれ最高で54Mbpか、６６Mbpか

となりチャンネル数も６５前後あることから７５５５年頃に

なって無線LANは世界に普及するようになった。

　国内の大学での学内無線LAN設置が本格化したのは

７５５4年以降で、学内で学生のノートパソコンをLANに

接続させる設備として無線LANが効率的であることが

その主な理由であった。このころ家庭用としてADSL

や光ファイバー網に接続するブロードバンドルータが

普及し、セキュリティ機能としてWEPによる暗号化、

ESS２IDの隠蔽、MACアドレスフィルター等が用いら

れていた。

　ところで、LANにおけるユーザ認証方式の規格と

して、IEEE8５７３６Xが７５５６年に制定され、その後７５５８

年 か ら７５５4年 に か け て こ れ に 準 拠 し た 規 格 で あ る

EAP（Exがenかible Aきがhenがicaがion Pおoがocol） お よ び

RADIUS Sきppoおが Foお EAPが勧告された。

　一方、公開鍵証明書を利用して構築されるセキュ

リティシステムは公開鍵基盤（PKI）と呼ばれるが、

ITU２T勧告X３5５9として標準化された暗号に関する規

格であり、ディジタル証明書（電子証明書）の形式は

６997年の第３版で制定されている。

　これらの認証方式と暗号方式が利用可能になるにつ

れ、大規模な大学では７５５6年頃から始まった全学統合

認証基盤システムの整備により、セキュリティと利便性

が飛躍的に向上した。これにより、学外からSSL２VPN

による学内サーバへの接続、シングルサインオン、セ

キュアな無線LANの利用、ローミングによる研究機関

間での無線ユーザの認証連携等が可能になっている。

　しかしながら、小規模な私立大学では情報基盤の整

備は非常に遅れているのが現実である。ここでは、当

大学の学内LANにできるだけセキュリティの高い無線

LANを低コストで設置する方法として、学内のVLAN

にWi２Fi対応のアクセスポイントを設置し、ノートPC

及びタブレットPCをWPA７エンタープライズモードで

接続を試みた結果について報告する。

Ⅱ．Wi２Fi対応無線LAN機器の仕様

　無線LANでは電波を傍受することでフレームが容

易に盗聴されてしまう危険性がある。このためデータ

を暗号化する必要があるが、WEP（Wiおed Eqきivalenが 

Pおivacy）暗号方式は容易に読解可能であることが７５５7

年に実証された。このような脆弱性に対しIEEE8５７３６６

委員会では、既に７５５4年にセキュリティ全体の規定

としてIEEE8５７３６６i を標準化している。そこで提案
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された二つの規格がTKIP（Tempoおal Key Inがegおiがy 

Pおoがocol） と 暗 号 化 にAES（Advanced Encおypがion 

Sがandaおd）を採用した方式である。ところが、TKIPに

ついても７５５9年に１分以内で解読できることが実証さ

れてしまったので、現在のところAESが唯一容易に破

られない暗号方式になっている。

　現在、WPA認証マークを付けた無線LAN機器はWi２

Fi Allianceと呼ばれる業界団体により提案されたWPA

（Wi２Fi Pおoがecがed Acceかか）と呼ばれるセキュリティプ

ロトコル規格に準拠していることを示しているが、こ

のプロトコルにはEnがeおpおiかeとPeおかonal の２種類があ

る。Enがeおpおiかeは、各ユーザに別々のキーを配布する 

IEEE 8５７３６X認証サーバを使う方式であり、Peおかonal 

WPA はIEEE8５７３６X認証を使わず事前共有鍵（PSK）

モードを使い、アクセス可能なコンピュータには全て同

じパスフレーズを与える方式である。

　初期のWPAに採用されている暗号化方式はTKIP

で、バージョンアップしたWPA７では暗号方式として

AESが採用されていて、IEEE8５７３６６iの最終的な案に

沿ったものになっている。さらに、WPA７では事前認

証、認証キーの保持を行う方法が規定されているため、

ローミング時の再認証が不要となる。また、WPA７プ

ロトコルにもEnがeおpおiかe と Peおかonal の２種類がある。

　このように、実際の無線LAN機器ではIEEE8５７３６６

委員会関連の規格と業界のWi２Fi Allianceによる規格が

混在し紛らわしいものとなっている。IEEE 8５７３６Xで使

用される認証方式では、PPP認証を拡張したEAP認証

プロトコルが採用されているが、これによって拡張認証

方式としてTLS（Tおanかpoおが Layeお Secきおiがy）、TTLS、

PEAP等のプロトコルが実装可能になっている。それぞ

れの特徴は表１に示すとおりである。

　最近無線LANアクセスポイント設置した大学では，

ノートパソコンだけでなく、学生のスマートフォンやタ

ブレットPCからの接続に対応した仕様になっている場

合が多くなっている。ある程度の規模の大学では多く

の 場 合 無 線LANはVPN（Viおがきal Pおivaがe Neがwoおk）

サーバでの認証による接続となっていて、端末との接続

はWPA４WPA７エンタープライズで、暗号化はTKIP４

AESとなっているが、一部、EPA７プライベートの大学

も見うけられる。

　今回の接続試験に使用できる入手が容易なアクセスポ

イントとして、最低限IEEE8５７３６XおよびIEEE２8５７３６６i 

に 対 応 し て い るCiかcoの88６W、Allied２TeleかiかのAT２

TQ７4５８、BきffaloのWAPM２APG８５５N、IO２DATAの

WHG２NAPG４A等が考えられる。これらにはかなりの

価格差があり、機能面でも特にルータ機能や認証サーバ

機能に差異が認められるが、この度のテストには充分な

性能のあるWAPM２APG８５５Nを使用することにした。

　WAPM２APG８５５Nの「LAN設定」では、有線ポー

トのVLANモードの設定や通信方式が設定でき、「サブ

ネット設定」ではIPアドレス、デフォルトゲートウェ

イ、DNSなどの設定とDHCPサーバの機能設定ができ

る。「RADIUS設定」では外部４内蔵RADIUSサーバ

の選択、EAP内部認証のモードPEAP４TLSの選択、使

用するEAP証明書ファイルと関連するパスワードの設

定ができる。また、「無線設定」ではかんたん無線接続

機能であるAOSSやWPSを採用する場合の操作設定を

行ったり、IEEE8５７３６６a１とIEEE8５７３６６gの基本設定や

拡張設定を行う。「管理設定」では本体の管理者のパス

ワード設定や内蔵RADIUSサーバ認証に使用するユー

ザの登録と管理を行う。

Ⅲ．接続試験の結果

　現在学内LANではドメインコントローラが稼動して

いるが、暫定的に端末はAcがive Diおecがoおyに参加してい

てもいなくてもインターネットに接続できるようになっ

ている。本来Windowか Seおveお ７５５８でRADIUSサーバ

を稼動させる方法を採用すべきであるが、都合により今

回はアクセスポイントの内蔵RADIUSサーバ機能を利

用することにした。

　接続試験の構成図は図１に示したものである。使用

し た ノ ー トPCはEPSONのEndeavoお NJ８5５５でOS

はWindowか ７で、タブレットPCはToかhiba REGZA 

AT7５５でプラットフォームはAndおoid ８３７である。

表１．IEEE 8５2３６Xで使用される主な認証方式

認証タイプ 特長

EAP２TLS

サーバとクライアントの双方で電子証明書を使用
して認証する方式で，IDやパスワードは使用さ
れない。Windowか OS付属のサプリカントで実
施が可能。

EAP２TTLS

まずはサーバ側にのみ電子証明書を準備してサー
バ認証済みのTLS通信路を構築し、その暗号化
通信路を通して保護されたユーザ名４パスワード
情報によってクライアント認証を行う。別途有償
のサプリカントソフトウェアが必要である。

EAP２PEAP

Micおoかofが、Ciかco、RSAが提案する認証方式で，
暗号化されたトンネル内で認証する。Micおoかofが 
Windowか 標準サプリカントで実施が可能。クラ
イアント側の認証はIDやパスワードで、サーバ
側の認証はサーバ証明書を使用するため、クライ
アントへの証明書インポートの必要がなく、運用
が容易である。
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　 内 蔵RADIUSサ ー バ 使 用 の 場 合、 ま ずWAPM２

APG８５５Nの「設定事例集」の例８１）に従って設定し

た。従って、

無線の認証：WPA４WPA７ mixedmode２EAP

追加認証：追加認証なし

無線の暗号化：TKIP４AES mixed

ANY接続：許可する

内蔵RADIUSサーバ：使用する

EAP内部認証：PEAP（MS２PEAP）

EAP証明書ファイル形式：PKCS#６７（*３pfx４*３p６７）

Shaおed Secおeが：･･･････････

Teおminaがion２Acがion：再認証を行う

となっている。この内蔵RADIUSサーバ認証では使用

するユーザ名とパスワード登録する必要がある。また、

サブネットの設定では有線LANについては学内LAN

指定のIPアドレス、デフォルトゲートウェイ、DNSの

設定をし、無線LANについてはサブネットにDHCP機

能を提供する選択をし、学内LANで払い出し可能な連

続したIPアドレスを指定した。

　当初、ドメインに参加しているノートPCで接続

を試みていたが、ESS２IDを認識した後、どうしても

“Shaおed Secおeが”を入力するモードにならず原因が分ら

ず混乱したが、WORK GROUP設定のノートPCに切

替えた途端接続に成功した。メーカーの説明では“内蔵

RADIUSサーバ機能は、Windowのドメインと連携す

るような機能ではないため、ドメイン名やドメインユー

ザと関連付ける必要はない”とのことで、未だに原因は

不明である。

　ノートPC側（サプリカント）の設定はワイヤレ

スドライブのプロパティの認証タグで図２のように、

IEEE8５７３６X認証を有効にし、“Micおoかofが：保護され

たEAP（PEAP）”を選択した後、設定ボタンを押し

てEAPのプロパティ設定画面の「認証方法を選択す

る」の項目で“セキュリティで保護されたパスワー

ド（EAP２MSCHAP v７）”を選択する。ここで、内蔵

図１．接続試験用の構成

RADIUSの場合は、「接続のための認証方法」の項目で

“サーバの証明書を検証する”部分のチェックを外す必

要がある。

　タブレットでは「設定」画面から無線とネットワーク

の項目の中で“Wi２Fi”をタップし、チェックが入れば

次に“Wi２Fi設定”をタップすると“Wi２Fiネットワー

ク”に接続できるESS２IDのリストが表示される。その

中から接続したいアクセスポイント名をタップすると接

続の設定画面が現れる。ここでユーザ名、パスワード、

およびPROXYサーバの名前を入力してから、“接続”

ボタンをタップすれば接続が完了する。

図２．サプリカントでのEPA設定

図３．タブレットでの認証の設定
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　接続後の状態は設定用PCのWeb設定インターフェ

イスにより監視できる。ノートPCでの接続状況は「ワ

イヤレスネットワークのプロパティ」（図４）で確認で

きる。同様にタブレットPCについては「無線とネット

ワーク」のWi２Fiネットワーク（図５）からWPA７エ

ンタープライズで接続されていることが確認できる。

　EAP２PEAP認証がサプリカント、アクセスポイント、

RADIUSサーバ、および認証サーバ間でどのような情

報交換によって行われているかを示したシーケンス図が

図６である。まず、アクセスポイントに接続する端末

の認証があり、ユーザ認証がこれに続く。PMKル（Paiお２

wiかe Maかがeお Key）は暗号化鍵となるもので、RADIUS

サーバが無線端末とアクセスポイントへ配布される。

　しかし、今回の試験では内蔵RADIUSサーバ機能を

使用しているので、アクセスポイント、RADIUSサー

バ、認証サーバは一体となっており、内部のシーケンス

はアクセスポイントのログには記録されないものと考え

られる。

　表２のログは、ノートPCに“yokoがa８”でログオ

ンして、RADIUSサーバのユーザにユーザ登録された

“yokoがa８”でPEAP認証をうけてから、DHCPサーバ

からIPアドレスを配布されるまでのシーケンスを示し

たものである。無線チャンネルはIEEE8５７３６６aであっ

た。PCとサーバのユーザ名は同じだが、特に一致させ

る必要はなかった。

図４．ノートPCの接続状況 図５．タブレットPCの接続状況

図６．PEAP認証シーケンス
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　タブレットPCの場合も同様のシーケンスであった

が、アダプタが ７３4GhzのみのIEEE8５７３６６b４g４n準拠で

あるため、無線LANチャンネルは６６gであった。

Ⅳ．まとめ

　この接続試験では学内LANのL８２SWからの一つの

VLANに内蔵RADIUSサーバを接続し、WPA７エン

タープライズでの無線LAN接続をノートPCとタブ

レットPCを用いて行った。小規模な大学で、電波の干

渉の少ない場所で数箇所に設置して利用する場合は有効

な方法であることが分かった。しかし、内蔵された認証

サーバの安全性には、当然限界があるであろうことは容

易に推測される。

表２．ノートPCのEPA２PEAP認証での接続シーケンスを示すログ

６5:７6:７5 WIRELESS  wl５: ６６a : Aかかociaがed Uかeお２６５:５b:a9:xx:yy:８8

６5:７6:７8 AUTH  RADIUS Seおveお: Acceかか accepがed３ （きかeお=yokoがa８１ eap=peap１ おadiきか_clienが=６9７３６68３７３97） 

６5:７6:７8 AUTH  eがh６（７79８６） : Regiかがeお PMK: id ５７fdc4６8８６4565a8６５５a96７７８７６8edb７ （TTL ８6５５） ２６５:５B:A9:xx:yy:８8 

６5:７6:７8 AUTH  eがh６（７79８６） : Aきがhenがicaがed Uかeお２６５:５B:A9:xx:yy:８8

６5:７6:７8 AUTH  eがh６（７79８６） : Regiかがeお PMK: id ５７fdc4６8８６4565a8６５５a96７７８７６8edb７ （TTL ８6５５） ２６５:５B:A9:xx:yy:８8 

６5:７6:７8 AUTH  eがh７（７8７８５） : Regiかがeお PMK: id ５d85c７７e7８e9６７fbf7８bb7７ee7f 45af （TTL ８6５５） ２６５:５B:A9:xx:yy:８8 

６5:７6:７8 DHCPS Reqきeかが comein fおom yokoがa８２PC（len:６５）

６5:７6:７8 DHCPS かending OFFER of ６9７３６68３７３98 yokoがa８２PC

６5:７6:７8 DHCPS Reqきeかが comein fおom yokoがa８２PC（len:６５）

６5:７6:７8 DHCPS かending ACK がo ６9７３６68３７３98

　学内LANにはAcがive Diおecがoおyが設置されているの

で、EAP２PEAP認証についてはRADIUS認証サーバを

稼動させることに大きな障害はないが、各スイッチでの

必要なプロトコルの透過を確認する必要がある。また、

学生の利用については多様な機種があるスマートフォン

での接続についても調査する必要があるだろう。

　さらに、今回用いたWAPM２APG８５５Nは、価格上

ルーティング機能が弱いので、払い出しできるIPアド

レスの数に制限のある場合は、他のルータを選択するこ

とを考慮する必要があるだろう。

参考文献

１）WAPM２APG８５５N４WAPM２AG８５５N設 定 事 例 集，（ 株 ）

バッファロー，7６－77，７５６６ 



138

関西医療大学紀要１ Vol３ 6１ ７５６７

Study Report

Connection Test Using WPA2 Enterprise Security to the Campus LAN

YOKOTA Hiがoかhi

Facきlがy of Nきおかing１ Kanかai Univeおかiがy of Healがh Scienceかnceか

Abstract

　Foお がheかe かeveおal yeaおか，inかがallaがion of がhe Wi２Fi acceかか poinがか がo campきか LAN iか naがionally peおfoおmed on a 

laおge かcale１ accoおding がo がhe incおeaかe of nきmbeお of かがきdenがか who がake advanがage of wiおeleかか deviceか１ かきch aか lapがop１ 

がableが PC and かmaおが phone３ Howeveお１ がhe wiおeleかか neがwoおking iか かがill old がype aが がhiか きniveおかiがy３ We inかがalled a 

wiおeleかか おoきがeお WAPM２APG８５５N which had a bきilが２in RADIUS かeおveお fきncがion１ in one VLAN of がhe campきか LAN１ 

and がeかがed がhe connecがion wiがh a noがebook PC and a がableが PC in WPA７２Enがeおpおiかe mode３ Aか foお each おeかきlが１ がhe 

connecがion wiがh がhe EAP２PEAP mode waか poかかible eaかily３

Keyword：RADIUS かeおveお１ Wi２Fi１ EAP１ WPA１ WPA７
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平成７８年度　奨励研究報告

パタニティブルーの精神的・心理的視点

我が児の誕生に伴う父親の心理的動揺と変化に関する実態調査

板東　正己　　平澤　久一　　田中　静枝　　津島　和美

関西医療大学 保健看護学部　保健看護学科

要　旨

　父親の育児参加が増加傾向にあり、そのことにより父親に精神的・身体的症状の出現が増えてきている。本研究の目

的は、子どもに対して父親に起こる心身の症状「Paがeおniがけ Blきeか」（６987，Pおきeがが）の実態を調査し、その傾向を明らか

にすることを目的とした。３ヵ所の保育園に協力を依頼し、父親７9人を対象として郵送法による質問紙調査を実施した。

調査票は、属性の他に対児感情尺度（花沢，６99７）、Zきng自己評価式抑うつ尺度SDS（Self２おaがing Depおeかかion Scale）、

自尊感情尺度（山本・松井・山城，６98７）、を使用し、分析はが検定、重回帰分析を実施した。

結果は、対児感情は女児より男児、うつ心理的症状では核家族で兄弟姉妹がいる方が高かった。対児感情回避とうつ状態

の関連は認められたが、自尊感情とうつ状態は正の回帰がみられ通常とは逆のことが示された。また、父親は子どもを肯

定的にとらえ、育児参加に対して負担と感じることなく積極的であった。しかし、軽症うつ状態では自尊感情が低いこと

が認められたことからも、今後父親の育児参加の増加により精神的ケアやサポートシステム構築の必要性が示された。

キーワード：父親の心理的動揺、パタニティーブルー、うつ状態、対児感情、自尊感情

Ⅰ．緒　言

　最近、我が児の誕生に伴う父親の心理的動揺と変化が

問題となっている。それらに関する幾つかの文献や研究

報告が散見されているが、その数は極めて稀である。

　これまでは、我が児の誕生後父親に睡眠障害や頭痛、

肩こり、口渇、消化器症状などの身体症状が出現し、そ

の後不安、うつ状態に陥る事例について報告されてい

る。

　プルーエット（Pおきeがが）は、赤ん坊が生まれて３ヵ

月位までの間にその赤ん坊に対して父親に起こる心身の

症状を「Paがeおniがけ Blきeか」という言葉を用いた（６987，

Pおきeがが）。これは、夜泣きとか、家族の病気を契機に赤

ん坊に対して非常に否定的な感情を向け、場合による

と、単なるパタニティ・ブルーの状態から、子どもに対

するいじめ、虐待、迫害といった気持ちをさらに募らせ

ていくことがある（小此木，６99９）。こうした心理的動

揺と変化の背景として、夫の精神状態が妻の育児に大き

な影響を及ぼし、児の健全な成長・発達に危機的状況を

もたらすことになる。

　そこでこうした実態について学際的な視点から調査

し、父親の心理的変化を明らかにすることで、今後父親

の精神的ケアやサポートシステムの構築につながるもの

と考え、長期にわたる調査研究の必要性から着手するこ

とにした。

Ⅱ．方　法

１．調査の実施

　７５６６年２月に大阪府下のＡ市内３カ所の保育園の

うち、子どもを通わせている乳児（０歳児）を持つ父

親を対象に実施した。対象保育園の代表者に文書で研

究の趣旨を説明し了解を得た後に、保育園を通して調

査票を対象者数８７部配布してもらい、研究の趣旨に

同意した対象者が記入後調査用紙返信用封筒に入れ送

付してもらった。３施設の回収数７9（回収率9５３6%）、

有効回答７8（96３6%）を分析対象とした。

２．使用尺度

　本調査では、個人属性の他に対児感情尺度（花沢，
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６99７）、Zきng自己評価式抑うつ尺度SDS（Self２おaがing 

Depおeかかion Scale）、自尊感情尺度（山本・松井・山

城，６98７）、を使用した。

　１）個人属性は、両親の年齢・職業、結婚年数、家族

構成、父親の兄弟の有無、兄弟姉妹の年齢・構成

順、子どもの年齢・兄弟姉妹の有無・兄弟姉妹の年

齢・構成順、同居の有無、主な育児者、育児参加の

有無、育児内容である。

　２）対児感情尺度は、信頼性として再検査法（４ヵ月

間隔）で接近感情項目についてｒ＝５３85、回避感情

項目もｒ=５３85と十分な値を示している。妥当性で

は、幼稚園児の親を対象とした親子関係診断テスト

で、今回の肯定的項目得点（接近感情）と否定的項

目得点（回避感情）でｒ＝５３76の正の相関が報告

されている。対象者はとくに限定されず、下位尺度

として乳児に対して大人が抱く感情を肯定的側面

（接近感情）と、否定的側面（回避感情）の２側面

から測定できる尺度であり、対児接近得点と対児回

避得点を求めることができ全７8項目から成る。回

答は、“そんなことはない”から“非常にそのとお

り”までの１～４段階評定である。

　３）Zきng自己評価式抑うつ尺度（SDS）は、精神医

学の臨床場面でも広く用いられ、最近のうつ状態を

測定できる尺度である。全７５項目から成り、回答

は、“めったにない”から“いつもある”までの１

～４段階評定で合計得点をSDS得点とした。得点

が高いほど抑うつ状態が高いことを示し、抑うつ状

態因子は、感情・生理的、心理的随伴症状の評価に

も用いられる。

　４）自尊感情尺度は、全６５項目から成り、回答は、

“あてはまらない”から“あてはまる”までの６ ～

５段階評定で自尊感情の高さを求めることができ

る。

　５）育児内容に関しての項目は、「あやす」「お風呂

（着替え含む）」「おむつ替え」「哺乳」「着替え」「寝

かしつけ」「その他」７項目について実施の有無を

尋ねた。

３．分析方法

　対児感情、自尊感情、うつ状態ごとのCおonbachの

α係数、下位尺度得点の平均値と標準偏差を算出し

た。続いて、選別した個人属性と各下位尺度の差異を

検討するため、子どもの性別、子どもの兄弟姉妹の有

無、同居か核家族による比較（ｔ検定）を行った。続

いて、対児感情、自尊感情、うつ状態の各下位尺度変

数間の関連をみるためにPeaおかonの相関係数を算出し

た。

　次に、対児感情と自尊感情がうつ状態に与える影響

について検討するために、対児感情と自尊感情を独立

変数、うつ状態を従属変数とし重回帰分析を行った。

加えて、対児感情各下位尺度と自尊感情とうつ状態各

下位尺度との関連をみるために、対児感情各下位尺度

を独立変数、うつ状態各下位尺度を従属変数として重

回帰分析を行った。

Ⅲ．結　果

１．対象者の属性

　対象者の属性および育児参加内容を図１に示した。

　 父 親 の 平 均 年 齢 は８８３７６歳（SD=5３８6）、 母 親 は、

８６３57歳（SD=5３5８）であった。子どもの性別では男

児7６%、女児７9%と男児が多く占めていて、子どもの

兄弟姉妹では有57%、無９８%であった。同居に関し

ては、同居７６%、核家族79%で同居が少なかった。育

児参加は全員参加しており、参加内容で多いものか

ら“お風呂”が9７３9%で、次いで“あやす”“寝かす”

“着替え”の順であった。

　対児感情尺度、自尊感情尺度、うつ状態尺度ごとの

信頼係数はα=５３7６ ～ ５３8８が得られた。その他の尺度

では、対児感情接近α=５３8８、対児感情回避α=５３78、

うつ感情α=うつ生理的症状α=５３7８、うつ心理的症

状α=５３7６、自尊感情α=５３75であった。

２．子どもの性別による尺度得点の比較

　子どもの性別によって、対児感情、自尊感情、うつ

状態の得点にいかなる差異がみられるかを検討するた

めにｔ検定による比較を行った。その結果、対児感情

の接近尺度に有意差（ｔ＝７３78、ｐ＜５３５5）がみとめ

られ、女児より男児の方が高かった（表１）。

　対児感情接近の質問項目は「あたたかい」「うれし

い」「すがすがしい」等６９項目あり、子どもに対し

て肯定的内容である。“そのとおり”～“非常にその

とおり”と回答した６６人は、子どもはすべて男児で

あった。そのうち兄弟姉妹がいるのは７人であり、内

訳は兄弟姉妹の男女混合であった。対児感情接近の回

答は“少しそのとおり”～そのとおりの範囲内であり、

子どもに対しては肯定的な感情を持っていた。
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子どもの性別 子どもの兄弟姉妹有無 親と同居

育児内容（全体）

図１．対象者の属性と育児参加内容

表１．子どもの性別による下位尺度得点の平均値（SD）

男（ｎ＝７５） 女（ｎ＝８）
ｔ値

平均 SD 平均 SD

対児感情
対児感情接近 ６３96 （５３９9） ６３８9 （５３８7） 　７３78 ＊

対児感情回避 ５３９5 （５３８６） ５３65 （５３９９） －６３９５ nか

うつ状態

うつ感情 ６３７６ （５３８９） ６３９８ （５３９9） －６３６６ nか

うつ生理的症状 ６３７5 （５３８５） ６３７８ （５３７7） 　５３６８ nか

うつ心理的症状 ６３７7 （５３９６） ６３5５ （５３８7） －６３８7 nか

自尊感情 自尊感情 ７３97 （５３８9） ７３95 （５３６5） －５３６9 nか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊Ｐ＜５３５5

３．子どもの兄弟姉妹の有無による尺度得点の比較

　子どもの兄弟姉妹の有無によって、対児感情、自尊

感情、うつ状態の得点にいかなる差異がみられるかを

検討するためにｔ検定による比較を行った。その結

果、うつ心理的症状に有意差（ｔ＝８３８5、ｐ＜５３５5）

がみとめられ、兄弟姉妹がいない方よりいる方が高

かった（表２）。

４．同居と核家族による尺度得点の比較

　同居か核家族かによって、対児感情、自尊感情、う

つ状態の得点にいかなる差異がみられるかを検討する

ためにｔ検定による比較を行った。その結果、うつ心

理的症状に有意差（ｔ＝－８３５６、ｐ＜５３５5）が認めら

れ、核家族の方が同居より高かった（表３）。子ども

の兄弟姉妹の有無・同居か核家族のうつ心理的症状の

差異は、兄弟姉妹がいる方および核家族の方が高かっ

た。
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表２．子どもの兄弟姉妹の有無による下位尺度得点の平均値（SD）

いる（ｎ＝６5） いない（ｎ＝６6）
ｔ値

平均 SD 平均 SD

対児感情
対児感情接近 ６３8７ （５３59） ６３8５ （５３９９） 　５３６５ nか

対児感情回避 ５３９9 （５３８7） ５３5７ （５３８９） －５３８７ nか

うつ状態

うつ感情 ６３８7 （５３９８） ６３６7 （５３８７） 　６３９6 nか

うつ生理的症状 ６３７9 （５３８７） ６３６8 （５３７９） 　５３６６ nか

うつ心理的症状 ６３5７ （５３９８） ６３６５ （５３６9） 　８３８5 ＊

自尊感情 自尊感情 ８３５７ （５３８6） ７３88 （５３８５） 　６３５9 nか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊Ｐ＜５３５5

表３．同居か核家族による下位尺度得点の平均値（SD）

同居（ｎ＝６） 核家族（ｎ＝７７）
ｔ値

平均 SD 平均 SD

対児感情
対児感情接近 ６３86 （５３７7） ６３8５ （５３57） 　５３７8 nか

対児感情回避 ５３７7 （５３６9） ５３56 （５３８6） －６３87 nか

うつ状態

うつ感情 ６３６7 （５３７5） ６３６８ （５３９７） －５３8８ nか

うつ生理的症状 ６３６5 （５３７５） ６３７7 （５３８６） －５３95 nか

うつ心理的症状 ６３５8 （５３６８） ６３９５ （５３９８） －８３５６ ＊

自尊感情 自尊感情 ７３98 （５３９5） ７３95 （５３８６） 　５３６5 nか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊Ｐ＜５３５5

５．対児感情、自尊感情、うつ状態の関連

　対児感情、自尊感情、うつ状態の各下位尺度間の関

連について検討するために算出したPeaおかonの相関係

数を表４、５に示す。続いて、対児感情がうつ状態に

与える影響について検討するために、対児感情を独立

変数、うつ状態を従属変数とし重回帰分析を行った。

　加えて、自尊感情がうつ状態に与える影響について

検討するために、自尊感情を独立変数、うつ状態を従

属変数とし重回帰分析を行った。

　続いて、対児感情とうつ状態各下位尺度との関連を

みるために、対児感情各下位尺度を独立変数、うつ状

態各下位尺度を従属変数として重回帰分析を行った。

また、自尊感情とうつ状態各下位尺度との関連をみる

ために、自尊感情を独立変数、うつ状態各下位尺度を

従属変数として重回帰分析を行った。

　対児感情とうつ状態の下位尺度間には、高めの相関

関 係（ ｒ ＝５３6８ ～ ５３97、 ｐ ＜５３５６） が、 自 尊 感 情

とうつ状態下位尺度間にも、高めの相関関係（ｒ＝

５３９9 ～ ５３97、ｐ＜５３５６）が認められた。今回の結果

でVIF=６３５５であり多重共線性が発生していることは

考えられず、重回帰分析の結果は信頼できると判断し

た。

　次に、対児感情と自尊感情とうつ状態の関連につい

て検討するために、対児感情と自尊感情を独立変数、

うつ状態を従属変数とした重回帰分析を行った。

表４．対児感情とうつ状態各変数間の相関

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

１．対児感情接近 ―

２．対児感情回避 －５３６９ ―

３．対児感情 　　５３8６αα  ５３９6α ―

４．うつ感情 －５３５８ ５３８９ ５３７６ ―

５．うつ生理的症状 －５３５５ ５３７8 ５３６７  ５３９７α ―

６．うつ心理的症状 －５３５７ ５３８６ ５３６６   ５３6８αα   ５３7７αα ―

７．うつ状態 －５３５８ ５３８８ ５３６７   ５３68αα   ５３86αα   ５３97αα ―

平均値 　６３8６ ５３5５ ６３６９ ６３７9 ６３７９ ６３８９ ６３８５

（ＳＤ） 　５３5７ ５３８6 ５３７9 ５３８9 ５３７9 ５３９６ ５３８７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ααＰ＜５３５６　　αＰ＜５３５5
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表５．自尊感情とうつ状態各変数間の相関

１ ２ ３ ４ ５

１．自尊感情 ―

２．うつ感情  ５３９７α ―

３．うつ生理的症状 ５３９５  ５３９７α ―

４．うつ心理的症状   ５３９9αα   ５３6８αα   ５３7７αα ―

５．うつ状態   ５３5６αα   ５３68αα   ５３86αα   ５３97αα ―

平均値 ７３96 ６３７8 ６３７９ ６３８８ ６３７9

（ＳＤ） ５３８９ ５３８9 ５３７8 ５３９５ ５３８７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ααＰ＜５３５６　　αＰ＜５３５5

　結果は、自尊感情（β＝５３5６、p＜５３５６）、から有意

な正の回帰がみられ、対児感情から有意な回帰はみら

れなかった。（表６）（図２に対児感情・自尊感情とう

つ状態の関連を示した）

表６．うつ状態を従属変数とした重回帰分析

独立変数 β ｔ

対児感情 ５３５7 ５３８9

自尊感情 ５３5６   ７３9８αα

R７＝５３７8　ααp＜５３５６　　　　　　　

自尊感情 うつ感情

５３5６αα

R７＝５３７8
ααp＜５３５６

図２．自尊感情とうつ状態の関連

　さらに、対児感情・自尊感情とうつ状態の関連につ

いて詳しく検討するために、対児感情と自尊感情を独

立変数、うつ状態各下位尺度を従属変数とした重回

帰分析を行った。その結果、“うつ感情”では（対児

感情回避：β＝５３９5、p＜５３５5、自尊感情：β＝５３９7、

p＜５３５６）、“うつ心理的症状”では（自尊感情β＝

５３55、p＜５３５６）“うつ生理的症状”で（自尊感情β＝

５３９８、p＜５３５5）有意な回帰がみられた。他の尺度か

ら有意な回帰はみられなかった。（表７～９）（図３に

対児感情・自尊感情とうつ状態各下位尺度の関連を示

した）

表７．うつ感情を従属変数とした重回帰分析

独立変数 β ｔ

対児感情接近 －５３５5 －５３８６ 　

対児感情回避 　５３９5  ７３78α

自尊感情 　５３９7   ７３88αα

R７＝５３6６　αp＜５３5　ααp＜５３５６　　　　　　　

表８．うつ心理的症状を従属変数とした重回帰分析

独立変数 β ｔ

対児感情接近 －５３５8 ５３９5

対児感情回避 　５３７6 ６３5５

自尊感情 　５３55   ８３６8αα

R７＝５３８９　ααp＜５３５６　　　　　　　

表９．うつ生理的症状を従属変数とした重回帰分析

独立変数 β ｔ

対児感情接近 －５３５5 －５３７5　

対児感情回避 　５３７８ ６３７９

自尊感情 　５３９８  ７３８５α

R７＝５３７７　αp＜５３５5　　　　　　　

対児感情回避 うつ感情

うつ心理的症状

うつ生理的症状

自尊感情

R７＝５３９５

R７＝５３８９

R７＝５３７７

５３９5α

５３９7αα

５３55αα

５３９８α

αp＜５３５5　ααp＜５３５６

図３．対児感情・自尊感情とうつ状態各下位尺度の関連

　対児感情、自尊感情、うつ状態の各下位尺度間の関

連について検討したところ、自尊感情がうつ状態に関

連することが示された。
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Ⅳ．考察

　今回の結果で、対児感情接近で父親が特に男児に対し

て肯定的な感情を持っていた。加藤（７５５9）は、育児期

の父親が子どもとの関係性を高める要因の中で、父親は

子どもが女児であるとわかって、はじめは苦手意識を持

つが、子どもと遊んでいるうちに自分もストレスが発散

できることがわかり、その後子どもの世界を尊重するこ

とによって、育児を肯定的に捉えるようになると述べて

いる。このことから、当初はジェンダーによる抵抗感を

もつ父親は多いものの、わが子と向き合い、子どもとの

関係づくりに伴う行動を積み重ねることで苦手意識がな

くなり、子どもを肯定的にとらえられ父親の育児参加へ

とつながると考えられる。

　子育てにおける父親の役割を、二宮（７５５9）は歴史的

観点から次のように主張している。

「産業化以前の社会では、家業を取り仕切るリーダー

としての父親像がみられ、父親は子どもの教育や世話

に当然のごとく従事していた。つまり古典的な父親の

役割は、家族の中に社会の価値や規範を導入し、社会

的に適応するために必要な知識や技能を子どもに伝授

することが期待されてきた」

ところが産業化に伴い父親の育児における役割は次第に

退縮し、多くの父親は家族のために外で稼ぎ、大事な決

定に際して権威をもつことに重点を移し、日常的な子ど

もの世話やしつけなどは母親の役割となった。そして、

男性は社会で長時間の労働を強いられることになり、そ

の結果として家庭における「父親不在」が問題となって

きた。また、実際父親が行っている育児内容について、

しつけや教育、 遊び相手において父親の参加率が多い

が、世話領域への参加率は低い現状にある。

　しかし、近年求められる新しい父親像は、育児期の家

庭における親役割（扶養・しつけ・世話など）や、父親

は家族集団の長ではなく、母親と対等な一成員として家

庭を築き、育児を狭い家庭のなかだけに閉じ込めずに、

社会的な育児環境の整備に努めるようになってきた。

　今回の対象者である父親は、子どもに対して肯定的な

感情を持ち、育児参加に対して負担と感じることなく自

ら進んで積極的に育児参加していた。このことから、父

親・父性の捉え方は社会のありようとともに変化してい

ることが示された。一方、兄弟姉妹がいない同居の家族

に比べ、兄弟姉妹がいて核家族の方が心理的症状が高い

ことは、子どもが多くても親に頼ることが少ないため育

児に負担がかかっていると考えられる。

　母親有職の父親は育児参加への認識が高く（菊池，

７５５8）、今回の研究結果で父親が積極的に育児参加して

いることから、心理的症状が高いが育児参加に対してさ

ほど負担と感じていないことが示された。

　また、対児感情回避は、うつ感情に影響することが示

された。これは、対児感情回避の質問項目は「よわよわ

しい」「くるしい」「やかましい」「こわい」「わずらわし

い」等６９項目あり、子どもに対して否定的内容である。

そして、うつ感情の質問項目は、「気分が沈みがちで憂

うつである」「些細なことで泣きたくなる」であり、子

どもに対して否定的感情を持つことで、うつ感情を高め

ることが示された。

　次に、自尊感情がうつ状態下位尺度“うつ感情”“う

つ心理的症状”“うつ生理的症状”に関連し、さらに、

自尊感情が高くなると、うつ状態が高くなることが示さ

れた。通常では自尊感情が高くなると、うつ状態は低く

なると考えられるが逆のことが示された。

　自尊感情とは、自己の能力や価値についての評価的な

感情や感覚のことであり、Roかenbeおg（６965）は、自己

への尊重や価値を評価する程度のことを自尊感情とし、

自己に対して「これでよい」と感じる程度が自尊感情の

高さを示しており、自尊感情が低いことは、自己拒否、

自己不満足、自己軽蔑などの状態にあることを意味して

いると考えられている。このように自己を尊重し、価値

ある存在として肯定的にとらえることのできる能力は、

対応が困難な状況や抑うつ感の高まりを緩和し、積極的

に好ましい対処方法を模索し、ソーシャル・サポートを

活用しやすいと考える。また、自尊感情については、自

尊感情の低さという自己の拒否や、自己に不満がある状

態であるとき、嫌悪感やうつ状態に陥ることが考えられ

る。

　今回の結果では、自尊感情が高くなるとうつ状態も高

くなることが示された。一般的には、通常自尊感情が高

いと、うつ状態に陥ることは考えられないが、この結果

をふまえて、今後父親の特徴や、他の要因との関連につ

いてもさらに詳しくデータを収集し検討の必要がある。

Ⅴ．結　論

　今回調査した父親は自尊感情がやや低く、子どもに対

しての感情は肯定的で育児参加に対して積極的という結

果であった。そのことにより、パタニティ・ブルーの症

状としての睡眠障害や頭痛、肩こり、口渇、消化器症状

などの身体症状や不安、うつ状態に陥り子どもに対して

否定的な感情を向ける結果は得られなかった。軽症うつ

状態の１人は、うつ下位尺度のうつ感情・生理的症状・
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心理的症状との関連は認められなかった。

　自尊感情がやや低いことに関しては、一般的に自尊感

情が低いとうつ状態は高まることから、今後軽症うつ状

態からうつ状態に陥ることも考えられる。そのことか

ら、父親の心理的変化を調査することでサポートシステ

ムを構築し、今後の精神的ケアの実施が求められること

がいえる。

　男性の育児参加に対して産経新聞７５６５年５月６８日朝

刊によると、男性が育児参加しやすい世の中にしたいと

いう思いで、育児を楽しむ男性（メンズ）を表す「イク

メン」を増やそうと、企業やNPO法人の代表者らが実

行委員会を作り活動している。同年6月末には男性が育

児休暇を取得しやすくなるように改正された「育児・介

護休業法」が施行されるなど、育児に対する男性参加の

大切さを訴えている。このことから、今後男性の育児参

加が増え、ますます父親に精神的ケアやサポートシステ

ムの構築が必要になると考えられる。

　今回の調査結果は、子どもに対して肯定的感情を持

ち、育児参加に対して負担と感じることなく積極的な父

親が多かった。今後、育児参加に積極的な父親の特徴を

詳しく把握するため、調査対象施設を保育園および保健

センター、病院と拡大しデータ数を増やし、さらに個人

属性の質問項目を詳細にする必要がある。また、今回の

結果は調査対象が保育園であったことで育児に対して積

極的な父親が多くいたことが影響していた。今後は、父

親がなぜ育児に積極的なのか、また育児に積極的でない

父親の個人属性を詳しく調査し関連性を調査したいと考

える。そして、子どもの数や年齢差、個人属性や家庭環

境、倫理的に可能であれば望まれて誕生した子どもなの

か、さらに夫婦関の育児に対する考えを調査し検討を行

いたい。
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Encouragemenが Reかearch in ７５６６

The Findingか on Pかychological Upかeが and Change of Faがherか

wiがh Their Newly Born Child

Maかami Bando１　　Kけきichi Hiおaかaくa１　　Shiげきe Tanaka１　　Kaげきmi Tかきかhima

 Facきlがけ of Healがh Nきおかing１ Kanかai Uniぎeおかiがけ of Healがh Scienceか

Abかがracが

　The pきおpoかe of がhiか かがきdけ くaか がo claおifけ がhe がendencけ of がhe acがきal かiがきaがion of menがal and phけかical かけmpがomか 

“Paがeおniがけ Blきeか” (６987１ Pおきeがが) くhich happened がo faがheおか くiがh がheiお neくlけ boおn child．We aかked がhおee placeか of 

nきおかeおけ かchoolか foお coopeおaがion and caおおied oきが がhe inぎenがoおけ かきおぎeけ bけ mailing foお ７9 faがheおか．

　The qきeかがionnaiおe くaか analけげed bけ きかing Feelingか Scale がoくaおd Child (Hanaげaくa ６99７)１ ZきngSDS (Self２おaがing 

Depおeかかion Scale) and Self２eかがeem Feelingか Scale (Yamamoがo１ eが al３ ６98７)．The analけかiか caおおied oきが が２がeかが and 

mきlがiple おegおeかかion

analけかiか．

　Aか a おeかきlが１ aか foお がhe feelingか がoくaおd child and くhich がhe かiblingか くeおe in a nきcleaお familけ くaか higheお foお a 

boけ がhan a giおl．The おelaがionかhip beがくeen がhe feelingか がoくaおd child aぎoidance and がhe depおeかかed menがal かがaがe くaか 

accepがed、bきが eqきilaがeおal おecきおおence くaか かeen in かelf２eかがeem feelingか and depおeかかed menがal かがaがe、and おeぎeおかe くaか 

きかきallけ かhoくn．Faがheおか aおおeかがed a child aiおmaがiぎelけ and くaか poかiがiぎe

 くiがhoきが feelingか foお menがal caおe paおがicipaがion くiがh bきおden．Hoくeぎeお１ がhe need of がhe menがal caおe and かきppoおが 

かけかがemか conかがおきcがion くaか かhoくn bけ incおeaかe of がhe child caおe paおがicipaがion of faがheおか in fきがきおe becaきかe iが くaか 

おecogniげed がhaが かelf２eかがeem feelingか of faがheおか くiがh かlighがlけ depおeかかed menがal かがaがe くeおe loく． 

Keywordか：Pかけchological きpかeが of faがheお１ Paがeおniがけ Blきeか１ feelingか がoくaおd child１ かelf２eかがeem feeling
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腰痛症に対する伸縮性ベルトとプラスチック性支柱を用いた簡易作成式の

機能的腰部装具の効果について

吉田　隆紀１），　　鈴木　俊明１），　　中塚　映政２），　　伊藤　倫之３）

１）関西医療大学保健医療学部　臨床理学療法教室

２）関西医療大学診療所　整形外科

３）和歌山県立医科大学みらい医療推進センターサテライト診療所

要　旨

　今回、理学療法評価による腰痛症状の解釈のもと、プラスチック製支柱と伸縮性ベルトを用いて簡易作成する機能的腰

部装具（以下機能的装具）の開発をしたのでその効果を含めて考案する。対象は関西医療大学付属診療所に通院する動作

時の腰痛を主訴とするリハビリテーション外来症例６５名である。方法は同一被験者に装具なし時、軟性コルセット着用

時と機能的装具の着用時の３条件で理学療法評価を実施した。

　研究結果より、機能的装具は装具なし時と軟性装具着用時を比較すると体幹の屈曲、伸展、側屈動作に疼痛の減少に有

意な差がみられた。また装具なし時に比較して機能的装具着用時は体幹伸展関節可動域が有意に減少した。これらはベル

クロ式伸縮性ベルトが腰背部に対して求心性に働くことやベルクロ式の支柱によって体幹伸展運動を制限することにより

疼痛が軽減できると考えられた。

キーワード：腰痛、腰部装具

Ⅰ．研究目的

　日常のリハビリテーション業務において、いわゆる腰

痛といわれる非特異的腰痛を有するクライエントに出会

うことが多い。もちろん腰痛の原因が多岐にわたるため

治療方法も様々であるが、理学療法は保存療法の一翼を

担う。腰痛の理学療法において、運動療法、物理療法、

装具療法が選択されるが、なかでも装具療法は治療効果

に関する高いエビデンスを有している報告は希少である

１）。腰痛に対する体幹装具は、大きく分類すると硬性

コルセットと軟性コルセットに分けられる。しかし高い

身体活動性を有する労働者やスポーツ選手には、硬性コ

ルセットは、体幹の可動域制限を強めて使用困難であ

る。また軟性コルセットの目的は、腹圧を持続的に加え

て脊柱の支持性を増すことであるため、動作時に疼痛が

ある腰痛患者自身の症状を包括しているとは言い難い。

　そこで今回、理学療法評価による腰痛症状の解釈のも

と、プラスチック製のベルクロ式支柱とベルクロ式伸縮

性ベルトを用いて簡易作成する機能的腰部装具（以下機

平成７８年度　奨励研究報告

能的腰部装具）の開発をしたので、その効果を含めて考

案する。

Ⅱ．研究方法

　対象は関西医療大学附属診療所の腰痛を主訴とする

リハビリテーション外来症例６５名（男性５名、女性５

名）、（身長６6６３６±８３７cm（平均±標準誤差）、体重5７３８

±７３５kg）である。明らかな急性の腰痛症状を持つ症

例、腰部椎間板ヘルニアなど器質的に大きな問題がある

症例を除く、動作時に腰部痛を持つ症例とした。本研究

は、関西医療大学倫理委員会で承認されている。

　方法は同一被験者に装具なし時、軟性コルセット着用

時（MAXBELT：日本シグマックス株式会社）（図１）

と理学療法評価に基づいてベルクロ式伸縮性ベルト（図

２）、ベルクロ式プラスチック支柱（図３）、Ｌ字型ベル

クロ式プラスチック支柱（図４）を用いて作成する簡易

作成式の機能的装具（有限会社岸和田義肢に依頼し作

成）の着用時の３条件で下記理学療法評価を実施した。
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なお軟性コルセットと機能的装具の評価順はランダムに

実施した。理学療法評価は、体幹の関節可動域テスト、

腰椎のアライメント評価、筋力評価は背筋力、疼痛評価

は、動作時の疼痛程度を比較した。理学療法評価内容と

装具作成手順の詳細は下記に記す。

図１．軟性コルセット（日本シグマックス株式会社）
腰部の支持性を増すことを目的とし、補助ベルトで腰部の圧迫力
を調整できる。

図２．機能的装具（ベルクロ式伸縮ベルト）
体幹の屈曲時にベルクロ式伸縮ベルトが腰背部に対して求心性に
作用する。

図３．機能的装具（ベルクロ式プラスチック支柱）
体幹の伸展時にベルクロ式プラスチック支柱が体幹伸展運動を制
限する。

図４．機能的装具（ベルクロ式L字型プラスチック支柱）
体幹の回旋時にベルクロ式L時型プラスチック支柱が体幹回旋運
動を制限する。
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Ⅲ．理学療法評価

１．体幹の関節可動域テスト

　日本整形外科学会・日本リハビリテーション医学会

が制定した方法に準じて実施した。

２．腰椎のアライメント評価

ａ．骨盤前傾・後傾の評価（図５）

　症例を矢状面より観察し、上前腸骨棘と上後腸骨棘

を結んだ線を骨盤前傾・後傾の指標とする。骨盤帯の

前傾が強いと腰椎は前弯位となり、後傾が強いと後弯

位となる。

ｂ．指床間距離テスト（以下FFD２T）（図６）

　FFD２T（ニュートラル）で腰部と下肢後面筋の柔

軟性と動作時の腰椎の前弯・後弯位を確認する。対側

のFFD２T（肩幅に脚を広げて右手で左足尖、左手で

右足尖を触れるように指示する）では、左右腰部の柔

軟性及び左右下肢柔軟性を評価する。対側のFFD２T

に左右差があり、右手で左足尖に対してFFD２Tを実

施して反対側より制限がある場合には、右腰部の柔軟

性低下、右下肢後面筋の柔軟性低下が存在すると考え

られる。その際、腰部の問題である時には、動作制限

がある椎体レベルの椎間関節は、右回旋または右側屈

であり、左腰部の柔軟性低下の場合にはその反対であ

る可能性が高い。

　※FFD２Tでは椎間関節は水平面に対して9５度の角度

図５．骨盤帯前傾、後傾評価
上図の線はａ（上前腸骨棘） －ｂ（上後腸
骨棘）を示す。

を有することから、椎間関節の側屈要素の評価に有

効であり、回旋テストは椎間関節の回旋要素の評価

に有効である。しかし椎間関節はカップリングモー

ション機能があるため側屈及び回旋要素が混在する

ため互いの程度を判断するのは困難と考えられる。

ｃ．腰部回旋テスト（図７）

　骨盤帯を固定して体幹を回旋し、椎間関節の骨アラ

イメントを確認する。腰部の回旋に左右差がある場

合、右回旋の可動域が低下している時には、動作制限

のある椎体レベルの椎間関節が左回旋または左側屈し

ている可能性が高い。左回旋で可動域制限がある場合

その反対である可能性が高い。

３．筋力評価

　背筋力を背筋力計（竹井機器）で体幹約８５度屈曲

位にて２回計測し、平均の値を算出した。

４．疼痛評価

　Viかきal analogきe かcale（以下VAS）を用いて立位

からの体幹屈曲、伸展、側屈、回旋動作を実施して腰

背部の疼痛の程度を評価した。

機能的装具の作成手順

１）体幹屈曲時痛に対応した機能的装具

　FFD２T時及び体幹回旋テスト時双方に、症状を

有する椎体の高さである椎間関節のアライメントの

図７．体幹回旋テスト
検者が骨盤帯を固定した状態で、体幹の回
旋運動を実施し腰椎のアライメントを観察
する。

図６．FFD２T
肩幅に脚を広げて体幹を屈曲し、両上肢を
足尖方向に対して、下垂させる。床から中
指尖端までの距離を計測する。（ニュート
ラル）また右上肢から左足尖へ向かって対
側へリーチ動作、左上肢アライメントを観
察する。
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左右を比較する。柔軟性の低下する側の椎間関節に

可動域制限がある場合には、疼痛要因は可動域制限

を有する腰椎の高さは凹部となるので、体幹屈曲時

に生じる短縮した腰部筋の伸張痛であると考えられ

る。反対側の椎間関節周囲に疼痛がある場合には、

疼痛要因として腰椎は凸部になるため、関節の不安

定性から生じる疼痛と評価する。FFD２Tで左右差

がなく、体幹の屈曲時に疼痛がある場合には、腰部

筋の伸張痛と評価する。骨盤帯の前傾・後傾アライ

メントは体幹屈曲時に対する腰椎前弯と後弯に影響

する関連因子として考える。

　上記の問題点では、腰部の伸張ストレスが主とな

るため、腰部への伸張ストレス軽減のため、幅３

cmの伸縮性ベルトを体幹装具にベルクロで発布す

る。（ベルトを発布する強さは症状に対応する）

２）体幹伸展時痛に対応した機能的装具

　体幹の伸展時の症状は、椎体の高さの椎間関節で

の圧縮ストレスや腰部筋の収縮時痛であると考え、

幅３cmのプラスチック製支柱を体幹装具にベルク

ロで発布し、体幹の伸展制限を加える。椎間関節の

左右を比較して腰椎の凹側となる関節側にはやや硬

度あるプラスチック支柱で制限を加える。骨盤帯の

前傾・後傾アライメントは体幹伸展時に対する腰椎

前弯と後弯に影響する関連因子として考える。

３）体幹回旋時痛に対応した機能的装具

　体幹の回旋時に疼痛が生じた場合には、回旋の同

側での疼痛は体幹の伸展時に生じる椎間関節の圧縮

するストレスや腰部筋の収縮時痛の問題に準じる。

また反対側の体幹の回旋を有する場合には屈曲時に

生じる腰部筋の伸張痛の評価と準ずる。対応として

体幹の伸展制限を加える支柱に変えて、L字型のプ

ラスチック製支柱にて体幹の回旋制限を加える。

４）体幹側屈時痛に対応した機能的装具

　体幹の側屈時には凸部に生じる疼痛は屈曲時に生

じる腰部筋の伸張痛の評価と準ずる。凹部では体幹

の伸展時に生じる椎間関節の圧縮ストレスや腰部筋

の収縮時痛である評価と準ずる。

　　※伸張時痛がある筋群に対して伸縮ベルトを発布す

る。

５．統計学的検討方法

　統計学的検討には、装具なし時、軟性装具着用時、

機能的装具着用時の３条件における体幹の関節可動性

テスト、指床間距離テスト、背筋力テスト、疼痛評価

の結果の各測定値を比較し、一元配置分散分析を用

い、poかが hocテストで多重比較法Tきkeけ２Kおameおの

方法を用いて実施した。なお有意水準は５％未満とし

た。

Ⅳ．研究結果

１．体幹の関節可動域テスト（図８）

　装具なし時に比較して機能的装具着用時は体幹伸展

関節可動域が有意に減少した。軟性装具着用時と機能

的装具着用時を比較して有意差は認められなかった。

図８．体幹の関節可動域テスト
※：＊p＜５３５5
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図９．指床間距離テスト（FFD２T） 図６５．背筋力テスト
※：＊ｐ＜５３５5　＃ｐ＜５３５5

２．指床間距離テスト（図９）

　３条件を比較して有意差は認められなかった。

３．背筋力測定（図６５）

　装具なし時に比較して、軟性装具、機能的装具着用

時は有意に高値であった。

図６６．疼痛評価：VAS
屈曲（ｎ＝８）伸展（ｎ＝６５）回旋（ｎ＝４）側屈（ｎ＝８）

※：＊p＜５３５5　#ｐ＜５３５5　†ｐ＜５３５5

４．疼痛評価（VAS）（図６６）

　装具なし時には、体幹の屈曲時８名、伸展時６５名、

回旋時時４名、側屈時８名が疼痛を有した。装具なし

時と比較して、両装具着用時には体幹の屈曲、伸展、

側屈動作に有意な減少が認められた。軟性装具と機能

的装具を比較すると屈曲、伸展、側屈動作に有意な疼

痛の減少が認められた。



152

関西医療大学紀要１ Vol３ 6１ ７５６７

Ⅴ．考　察

　本研究では、動作時に疼痛を有する非特異的腰痛症例

に対して軟性装具と理学療法評価に基づく機能的装具の

効果を検証した。研究結果より、装具を着用する前と比

較して疼痛評価では、両装具着用時には体幹の屈曲、伸

展、側屈動作に有意な減少が認められた。軟性装具と機

能的装具を比較すると屈曲、伸展、側屈動作に有意な疼

痛の減少差が見られた。

　両装具着用によって体幹屈曲時及び側屈時（脊柱の凸

側）の腰背部の疼痛のVASが減少した要因として、渡

辺ら１）は装具の着用にて体幹屈曲時の背筋群、腹筋群

の筋活動減少を認めたと報告している。また伊藤ら２）

は、腰部固定帯により腰背部筋活動が減少すると報告

しており、大川３）らも発症２ヶ月の以内の腰痛患者に

対して腰部固定帯にて腰背筋活動が少すると報告してい

る。これら報告と同様に本研究の両装具着用時にも腰背

部の過剰な筋活動は減少し、体幹屈曲時の疼痛が減少し

たものと考えられる。そして軟性装具と機能的装具を比

較した場合、機能的装具が屈曲時の疼痛のVASを有意

に減少させた。これは体幹屈曲動作の際に、ベルクロ式

伸縮性ベルトが腰背部に対して求心性に働き、体幹の上

部の重さを補償し、腰背筋群に生じる過剰な遠心性収縮

を軽減させたためと考えられる。

　また両装具着用によって体幹伸展時及び側屈時（脊柱

の凹側）の腰背部の疼痛のVASが減少した要因として、

上記の報告同様に腰背部を装具で圧迫したことで腰背筋

の過剰な筋活動が減少し、体幹伸展筋の収縮時痛が軽減

したと考えられる。そして軟性装具と機能的装具を比較

した場合、機能的装具が腰背部の疼痛のVASを有意に

減少させた。これは体幹の伸展可動域テストの結果から

装具なし時と軟性装具着用時を比較すると有意な差は認

められないが、装具なし時と機能的装具着用時には、有

意な減少差が認められた。しかし機能的装具は軟性装具

に比較して、有意な差は認められなかった。これは機能

的装具の支柱による体幹の伸展制限を加えたと考えられ

るが、機能的装具の支柱は弾性力があるため体幹伸展運

動の際に緩やかに体幹屈曲方向へ戻す力が働く。そのた

め機能的装具は、運動時に急激な疼痛が出現しなかっ

たため軟性装具に比較してVASが減少したと推察する。

しかし体幹の回旋動作においては、体幹装具の中で腰部

の回旋が生じ、回旋要素を制限することが不十分であっ

たため、両装具着用時において腰背部の疼痛のVASの

減少が乏しかった。また今回の研究では、体幹の回旋時

痛を有する症例が６５名中４名と標本数が少なく、各条

件間においても有意な差が認められず、統計学的な根拠

をもって示すことができなかった。

　背筋力における装具間の検討では、両装具において有

意な差は認められなかったが、装具なし時と比較すると

軟性装具と機能的装具を着用した条件では有意な筋力の

向上が認められた。これは大川ら３）やMoおおiから４）は

体幹装具により腹腔内圧は上昇すると報告することよ

り、本研究も装具着用によって腹腔内圧が上昇したと考

えられる。

　今回、軟性装具と比較して機能的装具は、体幹屈曲、

伸展、側屈の運動時の疼痛を軽減することが可能であ

り、理学療法評価に基づく機能的装具は効果的である。

しかしFFD２Tや体幹の関節可動域テストや主観的な疼

痛評価による検討であったため、症例の中には疼痛の原

因が明確でない場合も混在した。また動作時の疼痛が多

様になると装具の取り付け部品が多くなり、装着感を損

なう問題点もあった。今後実用化に向けては多様な動作

における疼痛軽減の効果や耐久性、装着感など今後検討

する必要性がある。
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Encouragement Research in ７５６６

The Efect of a Functional Lumbar Corset with Elastic Belts and

a Plastic Strut on Low Back Pain

Takanoおi Yoかhida １）　　　ルToかhiaki Sきげきki １）

Hidemaかa Nakaがかきka ２）　　Toかhiけきki Iがo ３）

１）Clinical ｂhけかical がheおapけ Laboおaがoおけ１ Kanai Univeおかiがけ of Healがh Scienceか

２）Depaおがmenが of ａおがhopedicか１ Kanかai Univeおかiがけ of Healがh Scienceか

３）Fきがきおe Medicine ｂおomoがing Cenがeお１ Wakaけama Medical Univeおかiがけ

Abstract

　We have developed a fきncがional lきmbaお coおかeが wiがh elaかがic belがか and a plaかがic かがおきが (fきncがional coおかeが)３ The 

fきncがional coおかeが iか eaかilけ adjきかがed bけ changing がhe かhape of がhe かがおきが and がhe elaかがiciがけ of がhe belが depending on 

がhe がけpeか of low back pain３ We examined がhe eicacけ of がhe fきncがional coおかeが in ６５ paがienがか fおom Kanかai Medical 

Univeおかiがけ Clinic who had low back pain dきおing moがion３ We examined phけかical aかかeかかmenがか and viかきal analogきe 

かcale foお pain (VAS) when がhe paがienがか woおe a かofが coおかeが１ がhe fきncがional coおかeが１ oお no lきmbaお coおかeが３

　Aか a おeかきlが１ VAS かcoおeか dきおing moがion decおeaかed かignificanがlけ when paがienがか woおe がhe coおかeが veおかきか がhe かofが 

coおかeが and no coおかeが condiがionか３ The moがion of がおきnk exがenかion decおeaかed かignificanがlけ in がhe fきncがional coおかeが 

condiがion compaおed wiがh がhe no coおかeが condiがion３ The おeaかon foお がhe decおeaかe in pain iか がhaが がhe elaかがic belが 

conがおacがか がhe loweお back and がhe plaかがic かがおきが limiがか がhe おange of moがion in がおきnk exがenかion３

Keyword：low back pain１ lきmbaお coおかeが
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平成23年度　関西医療大学大学院保健医療学科　鍼灸学専攻修士論文

　今日、少子高齢化に伴う社会の激変と疾病構造の変

化、医療の高度な発展の中で、科学的な立場から伝統医

学を継承・発展させる人材を養成することが急務となっ

ています。そのため、本大学院保健医療学科鍼灸学専攻

は、平成21年度に大学院修士課程として完成年度を迎

えてから、平成20年度は第一期修了生９名、平成21年

度は第二期修了生６名、平成22年度は第三期修了生９

名を認定しました。更に本年度は、下記の第四期修了生

４名を認定しました。今後、これらの修了生が鍼灸界で

若きリーダーとして活躍できるよう期待しております。

　なお、これらの修士論文の閲覧は、本学図書館におい

て可能ですので必要な方は、ご利用下さい。

関西医療大学大学院　平成21年度大学院保健医療学科　修士論文（鍼灸学専攻）一覧

学位 修了生 修士論文・副題 主査

鍼第20号 下　市　善　紀 労働者の身体的・心理的ストレス症状に対する円皮鍼治療の効果 坂　口　俊　二

鍼第21号 春　木　淳　二
サッカー選手のバランス能力と敏捷性に対する長趾屈筋への低周波
通電刺激効果

坂　口　俊　二

鍼第22号 松　川　　　澄
成熟ラットの脊髄後角膠様質のシナプス伝達に対するL-かeおineの
効果

中　塚　映　政

鍼第23号 矢　野　賢　一 ラット腹腔マクロファージに及ぼす鍼灸茂樹の影響 中　峯　和　寛

　本学は、平成22年度には理学療法学科が完成年度と

なり、また、平成23年度にはヘルスプロモ－ション整

復学科が完成年度を迎えました。更に、平成24年度に

は保健看護学科が完成年度となる予定です。そのため、

本大学院は、理学療法学科卒業生や社会人を含む広い範

囲の保健医療に携わる人たちを迎え入れるため、平成

23年４月からは保健医療学研究科保健医療学専攻（修

士課程）へと改組・転換しました。本年度修了生は、保

健医療学研究科鍼灸学専攻（修士課程）としては最後の

年になり、平成25年３月には保健医療学専攻の第一期

生が卒業することになります。また、同年４月からは保

健看護学部保健看護学科の卒業生が入学する可能性も生

まれてきました。

　今後も、大学院設置基準第14条（教育方法の特例）

に準拠して、夜間や土曜日を利用できるよう社会人の進

学希望者にも柔軟に利便を図って対処したいと考えてい

ます。保健医療に関する幅広い見識と深い専門知識を持

ち、卓越した臨床能力を持つ高度専門職業人およびその

分野でリーダーとなる基礎的研究能力を持つ人たちを養

成することを目的としています。しかし、保健医療学専

攻では、その名称の示す領域が広過ぎ、専門性が明確で

ないとの指摘があります。今後、実際どのような分野に

関係する科目（共通教育科目、特別研究科目および特別

研究）を履修したかについて明確にするため、保健医療

学専攻の領域を更に理学療法学、ヘルス・プロモーショ

ン整復学、保健看護学など分野別のコースに分けて行く

ことを検討しています。
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平成23年度　関西医療大学附属保健医療施設の活動状況について

　本学は平成21年度４月より、保健看護学部・保健看

護学科が新設され、保健医療学部の鍼灸学科、理学療法

学科、ヘルスプロモーション整復学科の３学科と合わ

せ、まさにメディカル・プロフェッショナル総合大学

として大幅に改組・改編された。また、大学院保健医

療学研究科鍼灸学専攻（修士課程）は、平成23年度に

は、新たに卒業生を出す理学療法学科の学生を迎え入れ

るため、社会人へも門戸を開いて、保健医療学研究科保

健医療学専攻（修士課程）として新たに名称を変更しま

した。特に、大学院設置基準第14条（教育方法の特例）

を適用して、夜間や土曜日を利用できるよう社会人にも

利便性を持って対処できるよう門戸を広げました。

　このような大学の改革の中本学の附属診療所は、地域

医療機関として本学の特色を活かして地域住民の健康増

進に貢献すること、また一方で、大学生、大学院生、卒

後研修員などの高度な臨床教育・研究センターとして、

専門医療従事者や臨床研究者の育成の拠点となることが

求められています。そのため、平成21年10月より和歌

山県立医科大学の未来推進医療センターと連携して、和

歌山市内に本診療所の附属施設としてサテライト和歌山

鍼灸治療所が開設され、また、本学保健医療学部ヘルス

プロモーション整復学科の実習施設として平成23年4月

に本学附属接骨院が開院しました。それに伴い平成23

年4月より医療施設全部門をまとめて関西医療大学付属

保健医療施設として統合され、附属診療所、附属鍼灸治

療所・サテライト和歌山鍼灸治療所および附属接骨院が

連携しながら統合的な医療、臨床教育・研修ならびに研

究ができる機能を持つに至りました。

Ｉ．附属診療所の活動

 （１）診療活動の現況

　附属診療所（1階）は、一般診療所（内科、神経

内科、外科、整形外科、皮膚科、心療内科、精神

科、リハビリテーション科、漢方外来、婦人科、禁

煙外来）、２階は鍼灸治療所（鍼灸治療科）として、

地域医療に貢献してきました。

　附属診療所では、西洋医学を中心に、従来から神

経難病や慢性期疾患のリハビリテーションや漢方・

鍼治療にも重点を置き、心身症、うつ病、認知症、

パーキンソン病、脳血管障害などに積極的に取り組

んでいます。メタボリックシンドロームとの関連疾

患である肥満、睡眠時無呼吸症候群、高血圧症、糖

尿病、その他代謝・腎臓疾患、さらに関節・運動器

疾患やスポーツ障害など、それぞれの専門医が高度

な医学知識をもって診断。治療ならびに充実したリ

ハビリテーションを行っております。近隣の外来患

者ばかりでなく、遠方からの受診者も増えていま

す。

　また、東洋医学に関しては、総合診療科として漢

方外来を設け、生薬や漢方エキス剤を用いた治療を

行っており、神経内科では、ジストニアに対して

は、神経内科医、理学療法士、鍼灸師が連携した臨

床研究チームをつくり、全国から来院する患者さん

にボツリヌス治療や鍼灸治療を提供しており、総合

的な「癒し」の医療を提供することを目指していま

す。

　その実際の診療の現場の中で、鍼灸学科、理学療

法学科、柔整・ヘルスプロモーション学科、保健看

護学科の学生が臨床実習に取り組み、また、大学院

生の臨床研究の場となっています。

　その他、企業検診、熊取町と提携した脳ドックな

どにも取り組み、また、糖尿病外来、禁煙外来、も

のわすれ外来など特殊外来も行われています。

地域連携としては、隔月に健康講座（無料）を、熊

取町「ゆうゆう大学」の一環として取り組み、医師

のみではなく、看護師、薬剤師、理学療法士、鍼灸

師さらに柔道・整復師の専門教員が、生活の中で実

際的に役立つ健康法を紹介し、毎年10月の本学市

民公開講座と合わせて、地域の住民の健康維持・増

進につとめてきました。

 （２）　教育・研修活動

　附属診療所における医師の診療行為（臨床検査を

含む）を見修し、鍼灸治療の適応と禁忌を判断する

能力を高め、医の倫理についても学ぶ機会としてい

ます。

　鍼灸学科の実習はすべて本学附属診療所で行う。

学生を3 ～ 4名単位で各科をローテイトして、内

科・神経内科・整形外科・皮膚科・リハビリテー

ション科などにおける医師（教員）の診療を見修さ

せています。その際、当日の担当医に指示に従い、

白衣、上履きを着用し、清潔な身なりなど患者と接

する際の医療従事者としてのマナーや医の倫理につ

いても教育しています。患者さんに対する挨拶も厳

しく指導しています。
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　また、理学療法学科や保健看護学科の学生も指導

教員ももとで、臨床現場で厳しく患者さんに対する

面接技術や医療技術の向上のため、充実した実習が

行われています。

　臨床研修に関しては、大学院生や研修員としての

臨床研究や卒後研修を積極的に推進するため、研究

員・研修員制度を運用しています。

 （３）診療体制の充実と地域連携

　高齢化社会の中で、地域の医療要求は多様化して

おり、高度な医療技術や検査の提供が望まれていま

す。大学附属診療所として、各科専門医による特殊

診療科が充実している利点を活かし、地域の開業医

や医療機関と連携して、MRI、ヘリカルCT、脳波、

頸部・腹部エコーなどを行い高度な医療情報を提供

できる体制づくりを目指しています。

　また、診療所事務室に地域医療連携室を置き、地

域医療機関との連携を深めていくよう計画をすすめ

ています。熊取町には、本学以外に京大原子炉実験

所、大阪体育大学ならびに大阪観光大学の四つの大

学があり、大学間の連携した取り組みが計画されて

います。原子炉実験所で研究開発された新しい癌に

対するホウソ補足療法（BNCT）は、極めて選択的

に癌細胞のみを破壊する斬新な治療法として、京大

をはじめ、文部科学省、大阪府、熊取町など産官学

の連携で加速器を設置して、全国に広める計画が進

行しており、本学も医療系大学として、また、医療

機関として、積極的に参加する方針をとっていま

す。

Ⅱ．附属診療所、附属鍼灸治療所・サテライト 

　　和歌山鍼灸治療所

 （１）活動の現況

　附属鍼灸治療所においては、各曜日毎に当日担当

の鍼灸師が、古典的な治療を始めトリガーポイント

など現今の鍼灸臨床に用いられる殆どの治療方法を

用いて、患者様の症状に応じた治療方法を提供して

います。また、平成21年10月より和歌山で開設し

ましたサテライト和歌山鍼灸治療所は、今年ですで

に３年目に入り、和歌山市街地を始め交通機関を利

用して１時間圏内の方々にもご利用して頂ける情況

になっております。また、和歌山県立医科大学の未

来推進医療センターのリハビリ部門とも連携した治

療を行っています。さらに、第１、第３土曜日に限

定して開設しているレディース鍼灸ついても、女性

特有の症状に対し、肌理細かい日常生活の全面に渉

るカウンセリングを行って治療を行っています。ま

た、美容鍼灸を行う上でも、東洋医学的アプローチ

を役立てており、更には、アロマを用いた補完・代

替医療を併用したトータルな施術を行っています。

 （２）教育・研修活動

　学部学生の最終学年において鍼灸臨床の実習教育

が義務づけられていますが、３年間に及ぶ鍼灸治療

に必要な知識・技術の総括として、学生に鍼灸臨床

の現場を体験させ、東洋医学の考えに基づいて多様

化していく患者の症状をどのように理解し、治療経

穴の選択に結びつけていくのか、また、その際身体

への刺激方法の採用基準につても同様に理解を深め

られるよう教育を行っています。また、治療前に患

者とのコミュニケーションがとれるよう実地訓練を

行い、ラポールを形成する方法を習得させるよう教

育を行っています。これらの教育効果をより向上さ

せることを目的に、適切な教員配置を行っていま

す。

　研修活動につきましては、本学既卒者のみならず

他の養成施設からの卒業者も含め、臨床研修の場を

提供しており、同様に JICAを通じてブラジル、ア

ルゼンチンなど海外からの鍼灸臨床研修生も、幅広

く受け入れています。

 （３）治療体制

　現在の鍼灸治療法は、素問・霊枢・難経などの古

典に基づく経穴使用に止まらず、身体の様々な部位

を使用して特定の症状に効果を挙げております。ま

た、身体への刺激方法も従来の『はり』『きゅう』

の枠に止まらず、日進月歩の医療機器の発達に伴

い、新しい刺激方法が開発されているのが現状であ

ります。この現況を踏まえた上で、附属診療所との

連携を図ると共に、鍼灸治療を要望する近隣地域医

療施設からの紹介患者にも対応できる治療体制を

採っています。

Ⅲ．接骨院

 （１）沿革と活動の現況

　平成23年２月より関西医療大学保健医療施設の

一つとして、新たに附属接骨院を開設しました。地

域に密着し、地域住民の健康増進に主眼を置いた通
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常の接骨院としての機能と、ヘルスプロモーション

整復学科の臨床実習施設としての機能を持った施設

になります。

　施術時間は平日９時から19時まで、土曜日９時

から17時までで、施術スタッフは接骨院専属ス

タッフ（柔道整復師）が３名在籍し、その他、柔道

整復師免許を持った教員が施術と学生教育を担当

し、接骨院には常時２～４名のスタッフを配置して

います。

　近年、接骨院での慢性疾患に対して慰安行為とも

とれる施術が問題視されてきていますが、本接骨院

ではできるだけ患者さんが自ら身体を治すという意

識を高めていただくため、マッサージなどの徒手療

法だけの施術で終わるのではなく、その症状や状況

に合わせて、積極的に運動療法を取り入れ、さらに

徒手療法と物理療法をバランス良く合わせた、患者

さんにとって能動的な施術スタイルをとっていま

す。

　また平成24年１月より疾患が治癒した後にも、

さらなる健康増進を目指す患者さんをサポートする

ために運動（エクササイズ）指導も開始しました。

 （２）教育・研修活動

　ヘルスプロモーション整復学科学生は４年次に本

施設で年間約45時間（講義含）の臨床実習を実施

します。教育効果を考慮して3名1グループで一般

の患者さんに対して、受付から、問診、施術プラン

（運動療法など）の設定など段階を経て、施術に関

係する内容はもちろんのこと、挨拶や身だしなみ、

言葉遣い、態度など医療従事者として最も大切で重

要な部分も重点的に指導しています。

 （３）診療体制

　地域に密着した接骨院であるために、できるだけ

多くの患者さんに対して施術の機会があるよう、施

術時間内は予約設定をせず先着順に施術を実施し、

常時２～４名体制で施術にあたっています。

　附属保健医療施設の強みを活かし、接骨院で対応

できないような疾患については、対症療法で無駄に

施術を引き延ばすのではなく、附属診療所や附属鍼

灸院と連携を密に図り、患者さんにとってより良い

治療環境を提供できるように心がけています。

　平成24年１月より開始している運動（エクササ

イズ）指導は、通常の施術とは別に運動指導の資

格（健康運動指導士・健康運動実践指導者）を持っ

た教員によるもので、週２回、予約制で実施（平成

23年度は無料、平成24年度より実費、保険適応外）

しており、地域住民のケガの施術から健康増進まで

トータルケアができるような体制をとっています。
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平成23年度　人文・自然科学ユニット研究活動状況

Ａ．構成メンバー

平尾　幸久、横田　　矗、亀　　節子、吉田　仁志、

王　　財源、中吉　隆之

B．研究活動の概要

　このユニットのメンバーの研究分野は多岐にわたって

おり、全員が分担できる共同研究のテーマを設定するの

は依然として困難な状況である。したがって平成23年

度の研究活動も個々のメンバーの専門分野での個人研究

や、他のユニットのメンバーとのグループ研究が主なも

のである。

　中医学の分野において、鍼灸学は哲学と医学の共生に

より進化し続けた学問である。それら相貌は現在、それ

ぞれの国に強く根付き、その国固有の土着医療と合体し

て独自の伝統医学として発展している。しかしながら、

その機軸が中国哲学を基盤にして発展した中国伝統医学

であることを忘れてはなるまい。当然ながら、その背景

には馬王堆漢墓を基礎とする歴史的変遷が強く関わる。

23年度においては、時、人、地域などに分類し、中国

医学に根ざす本然的な思想を背景とした人体への眼差し

と、その根幹をなす生命観を再度検討し、中国医学が提

示する伝統医学に脈打つ思想を、今後の教育、臨床に提

唱することで、社会の要望、期待に応え、臨床家に価値

を与える哲学として幅広く発信することを研究の目的と

した。

　情報科学の分野では、「学内LANへのセキュリティ

の高いアクセスポイントの設置試験」で、ノートPCや

タブレットPCからWi-Fi無線LAN接続を、WPA2－

エンタープライズでアクセステストを行ない、成果を得

た。

C．研究業績

１．著書・原著

厳　振国，高橋研一，吉備　登，王　財源，尾崎朋文，

中吉隆之，川上智津江：危険経穴の断面解剖アトラス，

医歯薬出版㈱，2011

北川　毅，王　財源　他：健康美容鍼灸，㈱BAB 

JAPAN，2011

王　財源：糖尿病の中医学治療を考える，東洋医学鍼灸

ジャーナル，緑書房，2011，20，70-74

王　財源：流れる「気」の補瀉―点・線・面―，中医臨

床，東洋学術出版，2012，33（1），145-149

王　財源：小腸の位置と解剖，中医臨床，東洋学術出

版，2012，33（1），150-151

王　財源：中国古代における「美」意識への一考察，㈳

全日本鍼灸学会雑誌，2011，61（3），310

横田　矗：携帯電話を用いた無償教育支援ツールの利用

―主にMoodle による国試対策―，関西医療大学紀要，

2011，5，64-69

２．学術講演・学会発表

王　財源：東洋医学における中国哲学の世界観，大阪府

立大学人文学会，大阪，2011．7

王　財源：中医学に基づく実践美容鍼灸―伝統医学と美

―，第47回東洋医学とペインクリニック学術集会，大

阪，2011．7

王　財源：やさしい中医弁証，㈳全日本鍼灸学会，富

山，2011. 8

王　財源：古典に基づく美容鍼灸，㈳大阪府鍼灸師会学

術講習会，大阪，2011．8

王　財源：アトピー性皮膚炎（中医学の立場から），㈳

全日本鍼灸学会，大阪，2011．9

王　財源：審美六鍼を使った実技と講義，“刺さない古

典美容鍼セミナー in東京”，東京，2011．9

王　財源：鍼灸応用実習・頭針療法，岡山，2012．1

王　財源：美容鍼灸の実際，公益社団法人兵庫県鍼灸

マッサージ師会，兵庫，2012．1

王　財源：臨床中医臓腑学・蔵象論を学ぶ，愛媛中医学

研究会，愛媛，2012．3



159

平成23年度　人文・自然科学ユニット研究活動状況

中吉隆之：『列仙伝』馬師皇にみえる鍼治療の文献学的

検討，大阪府立大学2011年度人文学会，大阪，2011．7

３．その他

訳書，亀　節子：荘子に学ぶ―コレージュ・ド・フラン

ス講義，初版，東京，みすず書房，2011
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平成23年度　基礎医学ユニット研究活動状況

A．構成メンバー

内田　靖之、大島　　稔、大西　　代、樫葉　　均、

金井　成行、木村　通郎、東家　一雄、戸田　静男、

畑村　育次、深澤　洋滋（五十音順）

B．研究活動の概要

　本ユニットの構成メンバーは、それぞれの基礎医学研

究を中心として研究教育に携わっている。構成メンバー

の研究は、多岐にわたっている。それぞれが、すでに確

立しており有意義な研究報告を出している。このような

ことから、研究の自由度を妨げることなく、それぞれの

研究をより進化して来た。その根本は、建学の理念であ

る「社会の役立つ奉仕の精神」である。

　そして、今後に向けてそれぞれの教員がさらに研究を

深化していき、本学の教育研究に貢献して行きたいと

思っている。

C．研究業績

１．著　書

スンクスの生物学，磯村源蔵監修，織田銑一・東家一

雄・宮木孝昌編集，学会出版センター，2011 

２．原　著

谷口典正，金井成行：磁場勾配が異なる磁気治療器によ

る肩こりに対する効果，慢性疼痛機関誌，30（1），125 

–129，2011．

Kanai  S .  Tanigきchi  N.  Okano H:  Effecが  of 

Magneがoがheおapeきがic Device on Pain Aかかociaがed 

wiがh Neck and Shoきldeお Pain: A Randomiげed, 

Doきble-Blind, Placebo-Conがおolled Tおial. Alがeおnaがive 

Theおapieか in Healがh and Medicine, 17 (5), 20-25, 2011

Umemoがo E, Haけaかaka H, Bai Z, Cai L, Yonekきおa 

S, Peng X, Takeda A, Tohけa K, Miけaかaka M.: Novel 

おegきlaがoおか of lけmphocけがe がおafficking acおoかか high 

endoがhelial venきleか. Cおiが Rev Immきnol. 31 (2), 147-69. 

2011

Kigきchi N, Kobaけaかhi Y, Maeda T, Fきkaげawa 

Y, Tohけa K, Kimきおa M, Kiかhioka S.: Epigeneがic 

aきgmenがaがion of がhe MIP-2/CXCR2 axiか がhおoきgh 

hiかがone H3 aceがけlaがion in injきおed peおipheおal neおveか 

eliciがか neきおopaがhic pain. J Phaおmacol Exp Theお. 340 

(3), 577-87, 2011

宮坂昌之，東家一雄：免疫細胞動態を制御する新たな機

構，リンパ学，34（2），95-8，2011

戸田静男：『難経』七十一難の陰陽について．関西医療

大学紀要，５，49－52，2011．

戸田静男：ハーブ茶ポリフェノールの抗酸化作用につい

て．関西医療大学紀要，５，70－75，2011．

戸田静男：カルニチンからみた鍼灸の抗疲労作用．東洋

医学とペインクリニック，41，14－19，2011．

Toda Shiげきo: Ef ecがか of acきpきncがきおe on caおniがine foお 

かkeleがal mきかcle faがigきe. Chineかe Medicine, 3, 9－12, 

2012.

Shiiげaki K, Haがamきおa I, Waがanabe Y, Kきかano E. 

eが all: Developmenが and pおevenがion of moおphologic 

and きlがおaかがおきcがきおal changeか in きおemia-indきced 

hけpeおplaかがic paおaがhけおoid gland. Ulがおaかがおきcが Paがhol. 

2011, 35 (5), 230-8

Kamiがani-Kawamoがo A, Hamada M, Haがamきおa I,  

Takahaかhi S, Kaがaoka K. eが all: MafB inがeおacがか wiがh 

Gcm2 and おegきlaがeか paおaがhけおoid hoおmone expおeかかion 

and paおaがhけおoid developmenが., J Bone Mineお Reか., 

2011, 26 (10), 2463-72

Kigきchi N, Maeda T, Kobaけaかhi Y, Fきkaげawa Y 

and Kiかhioka S.: Macおophage inとammaがoおけ pおoがein-

1alpha mediaがeか がhe developmenが of neきおopaがhic 

pain following peおipheおal neおve injきおけ がhおoきgh 

inがeおleきkin-1beがa きp-おegきlaがion., Pain, 2010, 149 (2), 

305-315



161

平成23年度　基礎医学ユニット研究活動状況

３．学会発表

谷口典正，金井成行：肩こりに対する圧迫及び磁気治療

効果の検討，第41回日本慢性疼痛学会，東京，2011年2

月18日

和田達矢，清行康邦，樫葉均，他：5-ＨＴおよびアドレ

ナリンはサブスタンスＰに応答する脊髄後角深層ニュー

ロンを興奮させる：パッチクランプ法による解析，第

89回日本生理学会大会（松本）3月，2012年

戸田静男：『鍼灸阿是要穴』からの阿是穴，奇穴，経穴

の意義についての考察（第二報），第62回日本東洋医学

会学術総会，札幌，6，2011．

４．その他

金井成行：研究助成金受託：ピップ株式会社と共同研究

（産学協同審査委員会承認）

樫葉　均（研究代表者），大島　稔，内田靖之：平成23

－25年度文科省科学研究費補助金（基盤研究C継続）

（H23－H25年度：507万円），課題名：末梢神経障害に

よる下行性疼痛抑制系の変調と神経因性疼痛
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平成23年度　臨床医学ユニット研究活動状況

A．構成メンバー

吉益　文夫、吉田　宗平、郭　　哲次、近藤　哲哉、

紀平　為子、中峯　寛和、中塚　映政、黒岩　共一、

山本　博司、遠藤　　宏、田中　仁美、鎌田　理恵、

百合　邦子、北川　洋志

B．ユニットの研究活動について

　平成７７年度「痛みの緩和に関する基礎と臨床―総合

的研究の構築をめざして」をテーマに共同研究費を得

て、２年次を終えた。その研究の進捗状況を踏まえ、研

究活動の概要を報告する。なお、脊髄後角レベルにおけ

る痛み情報機構に関する基礎研究については、下記に述

べるように一定の進展をみている。しかし、臨床研究レ

ベルでの痛みに対する生化学的アプローチや鍼治療に関

わる臨床研究では取り組みが遅れており、研究期間の１

年延長を申請した。ここでは、これまでの成果と残され

た課題について報告する。

Ⅰ．脊髄後角レベルにおける痛み情報伝達機構の解明

　我々は、慢性疼痛への関与が指摘されているROS

が脊髄膠様質細胞の興奮性シナプス伝達に対し、どの

ような作用を及ぼすかについて、インビボ・パッチク

ランプ法を用いて検討した。

　今回、ROSドナーであるが２BOOHを灌流投与する

と、記録した全ての膠様質細胞においてかEPSCの発

生頻度ならびに振幅が有意に増加した。このが２BOOH

によるかEPSCの増強作用は可逆性で再現性を有して

おり、脱感作は観察されなかった。過剰なROSは神

経細胞を障害することが知られているが、マウスに

が２BOOHを髄腔内投与したところ、痛覚過敏は一時

的なものであったとする報告もあり、痛み情報の伝

達におけるROSの作用は永久的な細胞の障害による

ものではないと考えられる。次に、CNQX存在下で

が２BOOHを灌流投与したところ、かEPSCは観察され

なかったことから、が２BOOHは一次求心性線維中枢端

に作用して、興奮性伝達物質であるグルタミン酸の放

出を促すことで、かEPSCを増強することが明らかと

なった。さらに、このが２BOOHによるグルタミン酸

の遊離増強作用にはTRPチャネルの阻害薬により有

意に抑制された。以上のことから、ROSは脊髄膠様

質細胞に入力している一次感覚神経中枢端に存在する

TRPチャネルを活性化し、細胞内にカルシウムの流

入を引き起こすことで、グルタミン酸の遊離を増強す

ることが示唆される。このようなROSによる興奮性

シナプス伝達の増強作用は中枢性の痛覚過敏を引き起

こし、慢性疼痛の発生や持続に深く関与していると考

えられる。

Ⅱ．生化学的手法を用いた鎮痛メカニズムの解明

　元来、痛みの研究は「痛みの受ける（受容；末梢）」

→「伝える（伝導・伝達；神経系）」→「意識する

（認知；中枢）」の３分野に分けて解明が進められてい

る。その中で痛みの生化学的研究は、「痛み抑制」で

はサブスタンスＰを主とする種々の発痛物質、「痛み

感受性（変調）」ではプロスタグランジンなどの疼痛

関連物質の働きが、その定量と各々生理学的現象と合

わせておこなわれている。また近年、ストレスや自律

神経系の活動が「痛みの変調」に大きく関与すること

が報告され、なかでも慢性痛における交感神経系の関

与は大きく、その影響に関する研究は重要視されてい

る。したがって、本ユニットにおいても「痛み変調」

と下垂体・副腎系（皮質・髄質）の働き、とくにカテ

コラミン類、コルチコステロイド類（コルチゾール・

コルチゾン・コルチコステロンなど）のストレス関連

物質を、生化学的に分析・定量し、「痛み感覚」と併

せて検討する必要性を感じている。

　そこで本年度、マイクロプレートリーダーおよび吸

光度計を購入し、いままで解析が出来なかったホルモ

ン量を定量できるようにした。大学院生の研究を通し

て、ストレスに関連するホルモンであるコルチゾール

を比較的サンプル採取が容易な唾液から定量し、良好

な結果を得た。今後、このヒト唾液に含まれるコルチ

ゾール量をストレス指標として、痛みとの関連性を解

析することで、痛みとストレスの相互作用についての

研究をおこなう予定である。また、ヒト血清からセロ

トニン量を解析する準備を進めてきた。セロトニンは

人間の精神活動に大きく影響をし、うつ病や神経症な

どの精神疾患にも影響があるとされ、痛みとの関連を

明らかにする必要性があると考えている。

　なお、本ユニットでは動物を用いた基礎研究からヒ

トを用いた臨床研究まで幅を拡げ痛みに対し多角的に

研究を行っていく予定であるが、マイクロプレート

リーダーを使用した解析には解析キットや消耗品等に

多額な費用がかかり、この部分が大きな課題として
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残った。

Ⅲ．鍼治療における鎮痛メカニズムの解明と臨床応用

　耳鍼には、鎮静・鎮痛効果があると考えられてい

る。看護婦など交代勤務者には、頭痛、肩こり、睡眠

障害などが多いが、日常診療において慢性頭痛の治療

に良好な結果を得ている。本年度は、睡眠障害を含む

これらの症状改善のため６7名を対象に耳鍼治療を行

い、鎮静効果に伴い「睡眠の質」が改善される反応群

と改善されない非反応群があることが判明した。その

反応群と非反応群の差異は、一つには病棟における業

務の心理的・身体的負荷の強度にも関連することが明

らかになった。今後、更に反応群については何故効く

のか、非反応群については何故効かないのか、その機

序を解明することは耳鍼の作用機序とその適応を考え

て行く上で重要な課題として残った。

　現在、新たに女性の生理に関連する疼痛（片頭痛、

生理痛など）への耳鍼による鎮痛効果を検討するため

の研究計画を進めており、セロトニンなど生化学的指

標を用いて、効果の客観的評価が出来るよう準備を進

めている。

C．臨床医学ユニット勉強会活動について

①第１回　臨床医学ユニット勉強会

　日時：平成７８年４月６8日（月）午後６時～７時９5分

　場所：A７７教室

　内容：１．講演　深澤洋滋先生

「神経因性疼痛に及ぼす免疫系の関与につ

いて」

２．輪読会

（The Pain Sけかがem in Noおmal and 

Paがhological Sがaがeか：A Pおimeお foお 

Clinicianか）

　担当：遠藤・海戸・北川

②第２回　臨床医学ユニット勉強会

　日時：平成７８年５月６6日（月）午後６時６5分～７時

　　　　９5分

　場所：A７７教室

　内容：講演　樫葉　均先生

「ポリモーダル受容器　特にカプサイシン受容

体とヒスタミン受容体について」

③第３回　臨床医学ユニット勉強会

　日時：平成７８年６月７５日（月）午後６時６5分～７時

　　　　６5分

　場所：A７７教室

　内容：１．７５６５年度研究費収支報告並びに今後の使

用指針検討会

　　　　２．痛みの調節系（下行性抑制のメカニズム）

について（DVD視聴）

３．輪読会

（The Pain Sけかがem in Noおmal and 

Paがhological Sがaがeか：A Pおimeお foお 

Clinicianか）

　担当：清行・櫻井・近藤

④第４回　臨床医学ユニット勉強会

　日時：平成７８年７月７5日（月）午後５時６5分～７時

　場所：A７７教室

　内容：「パーキンソン病の痛みに対する治療戦略」

（DVD視聴）

⑤第５回　臨床医学ユニット勉強会

　日時：平成７８年９月７6日（月）午後６時～７時

　場所：A７７教室

　内容：１．研究発表　大学院２年　矢野賢一さん

「腹腔マクロファージに及ぼす鍼灸刺激の

影響」

２．輪読会

（The Pain Sけかがem in Noおmal and 

Paがhological Sがaがeか：A Pおimeお foお 

Clinicianか）

　担当：池藤・西尾

⑥第６回　臨床医学ユニット勉強会

　日時：平成７８年６５月６7日（月）午後６時～７時

　場所：A７７教室

　内容：１．神秘の東洋医学・前編」（DVD視聴）

２．輪読会

（The Pain Sけかがem in Noおmal and 

Paがhological Sがaがeか：A Pおimeお foお 

Clinicianか）

　担当：中塚・中峯・吉田

⑦第７回　臨床医学ユニット勉強会

　日時：平成７８年６６月７６日（月）午後６時～７時

　場所：A７７教室

　内容：１．神秘の東洋医学・後編」（DVD視聴）

２．輪読会

（The Pain Sけかがem in Noおmal and 

Paがhological Sがaがeか：A Pおimeお foお 

Clinicianか）

　担当：遠藤・北川・海戸
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⑧第８回　臨床医学ユニット勉強会

　日時：平成７８年６７月６9日（月）午後６時～７時６5分

　場所：A７７教室

　内容：１．講演　中塚　映政先生

「疼痛メカニズムと薬物療法ガイドライン」

２．輪読会

（The Pain Sけかがem in Noおmal and 

Paがhological Sがaがeか：A Pおimeお foお 

Clinicianか）

　担当：清行・櫻井

⑨第９回　臨床医学ユニット勉強会

　日時：平成７９年１月６6日（月）午後６時～７時６5分

　場所：A７７教室

　内容：１．講演　吉田　宗平先生

「パーキンソン病における痛み：臨床的特

徴、病態と治療」

２．輪読会

（The Pain Sけかがem in Noおmal and 

Paがhological Sがaがeか：A Pおimeお foお 

Clinicianか）

　担当：近藤・櫻井・西尾

⑩第６５回　臨床医学ユニット勉強会

　日時：平成７９年２月７５日（月）午後６時～７時5５分

　場所：A７７教室

　内容：１．講演　中峯　寛和先生

「リンパ腫診断を例にした１ 理系研究者の

認識論」

２．輪読会

（The Pain Sけかがem in Noおmal and 

Paがhological Sがaがeか：A Pおimeお foお 

Clinicianか）

　担当：中峯・吉田

⑪第６６回　臨床医学ユニット勉強会

　日時：平成７９年３月７6日（月）午後５時６５分～６時

８５分

　場所：A７７教室

　内容：１．講演　近藤　哲哉先生

「医療現場で陥りやすい人間関係の罠」

２．輪読会

（The Pain Sけかがem in Noおmal and 

Paがhological Sがaがeか：A Pおimeお foお 

Clinicianか）

　担当：中塚・北川

　その他、ユニト内で疫学研究会（山本主催）を大学

院生を含め、原則月７回行って来た。ロスマンの『』

Epidemiologけ: An inがおodきcがionの輪読および疫学入門

演習の勉強会をなお継続している。

Ⅲ ３ 構成メンバーの業績

研究業績

１．著書・原著等

Kihiおa T１ Yoかhida S１ Kondo T eが al３: An incおeaかe 

in ALS incidence on がhe Kii Peninかきla１ ６96５２７５５9; 

A poかかible link がo change in dおinking waがeお かoきおce１ 

Amけoがおophic Laがeおal Scleおoかiか１ ７５６７３ Eaおlけ Online: 

６２９ (accepがed)

紀平為子，岡本和士，吉田宗平，若山育郎，吉備　登：

神経難病患者・介護者における補完代替医療利用の実態

調査，日本補完代替医療学会誌，７５６６，8，６６２６6．

和田智義，山崎寿也，川島洋司，吉田宗平，楳田高士：

僧帽筋刺鍼法を用いた刺鍼後に発生した気胸の検討―

MDCTを用いての分析―，関西医療大学紀要，７５６６，5，

６７２６5．

百合邦子，吉田宗平：夜勤業務看護師の睡眠状態と耳鍼

の介入効果について―腕時計型アクティグラフによる評

価―，関西医療大学紀要，７５６６，5，88２95．

吉田宗平，紀平為子，小長谷正明，小西哲郎，橋本修

二，森岡聖次：全国スモン患者におけるパーキンソン病

の発病頻度調査について，厚生労働科学研究費補助金

（難治性疾患研究事業）スモンに関する調査研究班，平

成７５ ～ ７７年度総合研究報告書，７５６６，76２8６．

小西哲郎，藤田麻衣子，園部正信，上野　聡，楠　進，

藤村晴俊，階堂三砂子，永井伸彦，中野　智，狭間　

敬，吉田宗平，船川格：平成７７年度近畿地区における

スモン患者の検診結果，厚生労働科学研究費補助金（難

治性疾患研究事業）スモンに関する調査研究班，平成

７７年度総括・分担研究報告書，７５６６，８8２９５．

吉田宗平，紀平為子，小長谷正明，小西哲郎，橋本修

二，森岡聖次：全国スモン患者におけるパーキンソン病

の発病頻度調査（第二報），厚生労働科学研究費補助金

（難治性疾患研究事業）スモンに関する調査研究班，平

成７７年度総括・分担研究報告書，７５６６，６７９２６７8．
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吉田宗平，鈴木敏明，米田浩久，紀平為子，吉益文夫：

和歌県スモン患者におけるファンクショナルリーチテス

トのテスト方法の違いとバランス能力，歩行機能との関

係１ 厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患研究事業）

スモンに関する調査研究班，平成７７年度総括・分担研

究報告書，７５６６，６56２６58．

紀平為子，吉田宗平，岩井恵子，和田幸子，森永聡美，

岡本和士，小久保康昌，葛原茂樹：古座川串本地域の

ALS発症頻度と生活・環境要因に関する検討⑧和歌山

県K地域からの報告，厚生労働科学研究費補助金難治

性疾患克服研究事業「牟婁病の実態の把握と治療指針作

成班」，平成７７年度報告書，平成７８年３月．

有吉晃平，遠藤　宏：低周波鍼通電刺激が筋力・筋硬度

に及ぼす影響―刺激部位による比較―，愛媛女子短期大

学紀要，７５６６，７７，９9２57．

王　財源，遠藤　宏，中吉隆之，吉備　登：鍼灸手技

における平補平瀉法の文献的研究，関西医療大学紀要，

７５６６，5，９８２９7．

吉村俊彦，遠藤　宏：良導絡測定（現象）と白血球百分

比との関連性について，日本良導絡自律神経学会雑誌，

７５６６，57（６），６２６７．

北川洋志，黒岩共一，谷埜予士次，木村研一，増田研

一：トリガーポイント鍼刺激が屈曲弛緩現象と関節可動

域に与える影響，関西医療大学紀要，７５６６，5，６２6．

山本博司，楳田高士，吉備　登，増田研一，近藤哲哉，

中吉隆之，山崎寿也，川島洋司，北川洋志，川村佳弘：

変形性膝関節症に対するはり治療の臨床的効果　無作為

化比較試験，関西医療大学紀要，７５６６，5，7２６６．

紀平為子，村田顕也，近藤智善：和歌山県における災害

時難病患者支援計画および個別支援計画の策定状況　厚

生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「重症

難病患者の地域支援体制の構築に関する研究班」平成

７７年度報告書，平成７８年３月．

岡本和士，紀平為子，小久保康昌ら：筋萎縮性側索硬化

症の発症関連要因・予防要因の解明；生活習慣と食事要

因に関する症例･対照研究１ 厚生労働科学研究費補助金

　難治性疾患克服研究事業　特定疾患の疫学に関する研

究，平成７７年度　総括・分担研究報告書，平成７８年８

月．

Teがかきけa Kondo１ Shoji Tokきnaga１ Hideけo Sきgahaおa１ 

Koきichi Yoかhimaかき１ Maおiko Akamine１ Yoかhio 

Kanemiがかき１ Kanichiおo Fきjiかawa１ Yきkiko Maかきda１ 

Chihaおき Kきbo: Qi２Deficiencけ１ Qi２Sがagnaがion１ Qi２

Flowback１ Blood Deficiencけ１ and Flきid Reがenがion in 

Paがienがか wiがh Depおeかかion１ Pかけchiaがおic Diかoおdeおか１ oお 

Pかけchoかomaがic Diかoおdeおか１ Pかけchologけ１ ７５６６１ ７ (6)１ 

6９８２659３

Tanigきchi W１ Nakaがかきka T１ Miけaげaki N１ Yamada H１ 

Takeda D１ Fきjiがa T１ Kきmamoがo E１Yoかhida M: In vivo 

paがch２clamp analけかiか of dopamineおgic anがinocicepがive 

acがionか on かきbかがanがia gelaがinoかa neきおonか in がhe 

かpinal coおd１ Pain１ ７５６６１ ６5７１ 95２６５5３ 

Kaがano T１ Nakaげawa T１ Nakaがかきka T１ Iがo S: 

Involvemenが of かpinal phoかphoおけlaがion caかcade of 

Tけお６９7７２NR７B１ Thお７86２CaMKII１ and Seお8８６２GlきR６ 

in neきおopaがhic Pain１ Neきおophaおmacologけ１ ７５６６１ 6５１ 

6５9２6６6３

Takigきchi N１ Yoかhida M１ Tanigきchi W１ Haかhiげきme 

H１ Yamada H１ Miけaげaki N１ Niかhio N１ Nakaがかきka T: 

Diかがincが degおee of おadicきlopaがhけ aが difeおenが levelか of 

peおipheおal neおve injきおけ１ Molecきlaお Pain１ ７５６７１ 8 (６) 

８６３

Tanigきchi W１ Nakaがかきka T１ Miけaげaki N１ Takigきchi 

N１ Sきgimきおa Y１ Yoかhida M: In vivo paがch２clamp 

analけかiか of dopamineおgic anがinocicepがive acがionか 

on doおかal hoおn neきおonか in がhe かpinal coおd１ Pain 

Reかeaおch１ ７５６６１ ７6１ ６８7２６９９３

Kawaかaki Y１ Nakaがかきka T１ Saかaki M１ Amaけa F１ 

Kohno T: Role of D２かeおine in かきpeおでcial doおかal hoおn 

neきおon１ Pain Reかeaおch１ ７５６６１ ７6１ ６9２７8３

Tanigきchi W１ Nakaがかきka T１ Miけaげaki N１ Abe T１ 

Mine N１ Takigきchi N１ Yamada H１ Yoかhida M: In vivo 

paがch２clamp analけかiか of dopamineおgic deかcending 

inhibiがoおけ paがhwaけ in がhe かpinal doおかal hoおn１ 

ScienceMED１ ７５６６１ ７ (７)１ ６８7２６９７３
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Tanigきchi W１ Takigきchi N１ Kaiがo Y１ Niかhio N１ 

Kawaかaki Y１ Miけaげaki N１ Yoかhida M１ Nakaがかきka 

T: Cellきlaお mechaniかm of dopamineおgic inhibiがoおけ 

deかcending paがhwaけ acが ivaがed bけ e lecがお ical 

かがimきlaがion of A６６ in がhe hけpoがhalamきか３ ２in vivo 

paがch２clamp analけかiか２１ The Joきおnal of Fきncがional 

Diagnoかiか of がhe Spinal Coおd１ ７５６６１ ８８１ ８５２８5３

Kaiがo Y１ Niかhio N１ Tanigきchi W１ Takigきchi N１ 

Miけaげaki N１ Maenaka Y１ Nakaがかきka T１ Yoかhida 

M: In vivo paがch２clamp analけかiか of おeacがive oxけgen 

かpecieか acがionか on exciがaがoおけ かけnapがic がおanかmiかかion 

in かpinal かきbかがanがia gelaがinoかa neきおonか１ The Joきおnal 

of Fきncがional Diagnoかiか of がhe Spinal Coおd１ ７５６６１ ８８１ 

６8２７８３

中塚映政：痛みの受容機構と鎮痛機構，脊椎脊髄ジャー

ナル，７５６６，７９，８８８２８８9．

中塚映政：特集　坐骨神経痛と鍼灸治療①　腰部脊柱管

狭窄症の診断と治療―西洋医学的の立場から，医道の日

本，７５６７，7６，７９２７9．

中塚映政：特集　慢性疼痛のきp がo daがe　慢性疼痛治療

のポイントと今後の展望，Bone Joinが Neおve，７５６７，７，

６８9２６55．

中塚映政：整形トピックス　脊髄内疼痛伝達機構の可塑

的変化と神経障害性疼痛，整形外科，７５６７，6８，８９９．

谷口　亘，吉田宗人，中塚映政：特集　慢性疼痛のきp 

がo daがe脊髄メカニズム，Bone Joinが Neおve，７５６７，７，

６7２７７．

谷口　亘，中塚映政，瀧口　登，海戸弥恵，西尾尚子，

吉田宗人：下行性疼痛抑制系として作用する脊髄内ドー

パミン作動神経系－in vivo paがch２clamp法を用いた解

析，日本運動器疼痛学会誌，７５６６，８，８6２９５．

谷口　亘，吉田宗人，中塚映政：【疼痛性疾患に対する

薬物療法－最近の進歩】鎮痛薬の作用機序－オピオイド

－，整形・災害外科，７５６６，5９，６９77２６９8８．

Niiがかき N１ Haけama M１ Yoかhino T１ Nakamきおa S１ 

Tamaおき J１ Nakamine H１ Okamoがo M３ Mきlがicenがおe 

phaかe II かがきdけ of がhe CけclOBEAP おegimen foお 

paがienがか wiがh peおipheおal T２cell lけmphoma wiがh 

analけかiか of biomaおkeおか３ Bお J Haemaがol ７５６６１ ６5８: 58７２

588３ 

Niiがかき N１ Nakamine H１ Okamoがo M３Expおeかかion 

of nm７８２H６ iか aかかociaがed wiがh pooお pおognoかiか in 

peおipheおal T２cell lけmphoma１ noが oがheおwiかe かpeciでed３ 

Clin Canceお Reか ７５６６１ ６7: ７89８２７899３ 

Niiがかき N１ Tamaおき J１ Yoかhino T１ Nakamきおa N１ 

Nakamきおa S１ Ohかhima K１ Nakamine H１ Okamoがo M３ 

A かがきdけ on nm７８２H６ expおeかかion in difきかe laおge B２cell 

lけmphoma がhaが waか がおeaがed wiがh CけclOBEAP plきか 

おiがきximab がheおapけ３ Ann Hemaがol ７５６６１ 9５: ６85２６9７３ 

病理診断コンパクトナビ，福里利夫，野々村昭孝監修，

医学教育出版社，東京，７５６７（３月）

ル（ア）笠井孝彦，山﨑一人，野々村昭孝，中峯寛和，伊

藤雅文，小西　登，島田啓司，清水道生，正常組

織学，pp３ ７7２5６．

ル（イ）中峯寛和，伊藤雅文，病理診断学Ⅲ－４血液，

pp３ ６59２７６６．

北川洋志，谷埜予士次，黒岩共一，増田研一：腰痛患者

の体幹筋活動と鍼治療の与える影響，全日本鍼灸学会雑

誌，７５６６，6６（８），８９６．

２．学術講演・学会発表

Kihiおa T１ Hiおoniかhi M１ Kobaけaかhi K１ Yoかhida 

S１ Kondo T１ Moおi I１ Moおimoがo S１ Mきおaけama S: 

Chおonological かhifが in neきおpaがhological findingか 

of paがienがか wiがh ALS in Wakaけama Pおefecがきおe on 

がhe Kii Peninかきla１ ７７nd Inがeおnaがional Sけmpoかiきm 

on ALS４MND１ Sけdneけ１ Aきかがおalia１ ８５ Novembeお ２ ７ 

Decembeお１ ７５６６

吉田宗平，紀平為子，小長谷正明，小西哲郎，橋本修

二，森岡聖次：和歌県スモン患者におけるパーキンソン

病の発病頻度調査，第5８回日本神経学会学術大会，名

古屋，７５６６３ 5３
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鈴木俊明，米田浩久，谷埜予士次，高崎恭輔，鬼型周恵

子，谷万喜子，若山育郎，吉田宗平：パーキンソン病患

者の前屈姿勢の要因と運動療法効果，第5８回日本神経

学会学術大会，名古屋，７５６６３ 5．

鈴木　仁，尾野精一，吉田宗平：紀伊半島筋萎縮性側索

硬化症の皮膚膠原線維の直径と架橋結合に関する研究，

第5８回日本神経学会学術大会，名古屋，７５６６３ 5．

紀平為子，吉田宗平，近藤哲哉，森永聡美，和田幸子，

岩井恵子，岡本和士，梶本賀義，近藤智善，小久保康

昌，葛原茂樹：大島地区でのALS疫学調査⑧第１報⑧，

第5８回日本神経学会総会，名古屋，７５６６．5．

紀平為子，廣西昌也，小林喜和，吉田宗平，近藤智善，

森　一郎，村山繁雄：和歌山県内多発地ALSにおける

神経原線維変化と老人斑，第5７回日本神経病理学会，

京都，７５６６．

百合邦子，吉田宗平：夜勤業務看護師の睡眠状態と耳鍼

の介入効果について―腕時計型アクティグラフによる評

価―，日本睡眠学会第８6回定期学術集会，京都，７５６６３ 

６５．

吉田宗平，紀平為子，上田高志，上林雄史郎，八瀬善

郎：「ALS４PD mixed caかeの疾病学的意義と疫学像の変

遷－Gきamの経験から牟婁病の臨床疫学像の変化をど

う考えるか？」，厚生労働科学研究費補助金　難治性疾

患克服研究事業　牟婁病の実態の把握と治療指針作成班

平成７８年度Woおkかhop，愛知県産業労働センター，平

成７８年9月６６日．

紀平為子，吉田宗平：古座・古座川・串本地区のALS・

ALS４PD症例の臨床的研究．厚生労働科学研究費補助

金　難治性疾患克服研究事業　牟婁病の実態の把握と治

療指針作成班平成７８年度Woおkかhop，愛知県産業労働

センター，平成７８年9月６６日．

紀平為子，吉田宗平，岩井恵子，和田幸子，森永聡美，

岡本和士，小久保康昌，葛原茂樹：古座川・串本地域の

ALS発症頻度と生活・環境要因に関する検討 ⑧和歌山

県K地域からの報告⑧，「牟婁病の実態の把握と治療指

針作成班」会議，愛知県産業労働センター，７５６６年６月

8日．

紀平為子，吉田宗平：放射化分析による毛髪中の元素

濃度の測定について，第5回穂原地区神経疾患講演会，

７５６６年６５月６6日，穂原集会所，三重県．

鈴木俊明，文野住文，谷万喜子，鬼形周恵子，米田浩

久，谷埜予士次，高崎恭輔，吉田隆紀，浦上さゆり，若

山育郎，吉田宗平：パーキンソン病における運動イメー

ジが脊髄神経機能の興奮性に与える影響―F波を用いた

研究―，第５回パーキンソン病・運動障害疾患コングレ

ス，東京，７５６６３ ６５．

田中健一，谷万喜子，鈴木俊明，吉田宗平：全身性ジス

トニア患者に対する鍼治療前後におけるハンガー反射の

変化，平成７８年度（社）全日本鍼灸学会第８６回近畿支

部学術集会，大阪，７５６６３ ６６．

谷万喜子，鈴木俊明，吉田宗平：上肢ジストニア患者の

上肢機能と鍼治療効果，平成７８年度（社）全日本鍼灸

学会第８６回近畿支部学術集会，大阪，７５６６３ ６６．

平松哲郎，谷万喜子，鈴木俊明，吉田宗平：頸部ジスト

ニア患者の鍼治療前後におけるハンガー反射出現様式の

変化，平成７８年度（社）全日本鍼灸学会第８６回近畿支

部学術集会，大阪，７５６６３ ６６．

吉田宗平，鈴木俊明，中吉隆之：和歌山県のスモン患者

に対する運動療法の即時効果，平成７８年度スモンに関

する調査研究班研究報告会，東京，７５６７３ ７．

Okamoがo K１ Kihiおa T１ Kきげきhaおa S１ Kokきbo Y: 

Pおedicがoおか of incおeaかe in かeveおiがけ among japaneかe 

amけoがおophic laがeおal かcleおoかiか paがienがか bけ diかcおiminanが 

analけかiか１ ７７nd Inがeおnaがional Sけmpoかiきm on ALS４

MND１ Sけdneけ Aきかがおalia１ ８５ Novembeお ２ ７ Decembeお 

７５６６３

村田顕也，近藤智善，紀平為子，和歌山県の豪雨災害時

における難病患者安否確認と今後の課題．「希少性難治

性疾患患者に関する医療の向上及び患者支援等のあり方

に関する研究班」平成７８年度班会議．平成７８年６７月7

日，都市センター，東京

近藤哲哉：自律神経機能や神経症傾向に対応して鍼灸治

療を用いた統合医療１ 日本東洋医学会関西支部平成７７年

度大阪・京都・兵庫合同講演会，大阪，７５６６３ ７．
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近藤哲哉：森田神経質にM２Teかがの治療構造そのものが

有効だった一例，第５回ケアワークモデル研究会学術総

会，福岡，７５６６３ 9．

近藤哲哉：デュロキセチンによるハミルトンうつ病評価

尺度の経過，第３回精神科治療研究会，和歌山，７５６６３ 

６５．

近藤哲哉：舌痛症にデュロキセチンが有効だった一例，

第３回精神科治療研究会，和歌山，７５６６３ ６５．

近藤哲哉：うつ病の基礎とうつ病に対する東西統合医

学，第７８回関西医療学園専門学校校友会東洋医療部会・

関西医療大学校友会大学鍼灸部会・合同学術研修会，大

阪，７５６６３ ６５．

近藤哲哉：心療内科・整形外科疾患及び鍼灸・漢方治療

について，第６５回京都桂東洋医学センター研究会特別

講演会，京都，７５６６３ ６６．

中塚映政：慢性疼痛時における脊髄痛覚ニューロンの動

態解明，厚生労働省 慢性の痛み対策研究事業　難治性

慢性疼痛の実態の解明と対応策の開発に関する研究班会

議，７５６６３ 8．

中塚映政：痛みの基礎メカニズム１ 慢性の痛み対策研究

事業 「痛み」に関する教育と情報提供システムの構築に

関する研究班会議，７５６６３ 8．

中塚映政：脊髄内活性酸素と痛みについて，厚生労働省 

慢性の痛み対策研究事業研究班合同班会議，７５６７３ ６．

中塚映政：運動器疾患における神経障害性疼痛，Pでげeお 

Web Sけmpoかiきm，和歌山，７５６７３ ８．

Nakaがかきka T: In vivo paがch２clamp analけかiか of 

deかcending pain modきlaがion bけ bおain かがimきlaがion１ 

The 6がh Inがeおnaがional Confeおence of Neきおonか and 

Bおain Diかeaかeか１ Toけama１ ７５６６３ 8３

中塚映政：痛みの発生と慢性化に関わるメカニズム，北

海道臨床疼痛研究会，札幌，７５６６３ 8．

中塚映政：慢性疼痛に対するアプローチ―医師の立場か

ら，平成７８年度生涯研修会，大阪，７５６６３ ６５．

中塚映政：疼痛メカニズムと薬物療法ガイドライン，南

大阪運動器・疼痛フォーラム，大阪，７５６６３ ６５．

中塚映政：脊椎慢性疼痛のメカニズムと薬物療法，脊椎

の痛みを学ぶ会　中国ブロック，山口，７５６６３ ６６．

中塚映政：疼痛メカニズムと薬物療法ガイドライン，貝

塚市医師会学術講演会，大阪，７５６６３ ６６．

中塚映政：慢性疼痛治療剤の使い分け，第１回泉州慢性

疼痛研究会，大阪，７５６６３ ６６．

中塚映政：痛みの基礎メカニズム～侵害受容性と神経障

害性～，第５回Pでげeお Pain Foおきm，大阪，７５６７３ ８．

中塚映政：脊椎慢性疼痛のメカニズムと薬物療法，脊椎

の痛みを学ぶ会　近畿ブロック，大阪，７５６７３ ８．

谷口　亘，瀧口　登，海戸弥恵，西尾尚子，川崎康彦，

宮崎展行，吉田宗人，中塚映政：視床下部A６６細胞電

気刺激によるドパミン神経作動性下行性疼痛抑制系の活

性化－in vivo パッチクランプ法を用いた機能解析，第

８８回脊髄機能診断研究会，東京，７５６６３ ７．

海戸弥恵，谷口　亘，瀧口　登，宮崎展行，吉田宗人，

西尾尚子，松川　澄，前中悠加，川崎康彦，中塚映政：

脊髄膠様質の興奮性シナプス伝達に対する活性酸素の作

用－インビボ・パッチクランプ法による解析－，第８８

回脊髄機能診断研究会，東京，７５６６３ ７．

谷口　亘，松村伸司，西尾尚子，瀧口　登，伊藤誠二，

吉田宗人，中塚映政：多光子励起レーザー顕微鏡を用い

た脊髄後角痛覚ニューロンの動態解析，第９回整形外科

痛みを語る会，松山，７５６６３ 6．

西尾尚子，谷口　亘，瀧口　登，吉田宗人，中塚映政：

脊髄後角痛覚ニューロンの興奮性シナプス伝達に対する

活性酸素の作用，第９回整形外科痛みを語る会，松山，

７５６６３ 6．

谷口　亘，瀧口　登，海戸弥恵，西尾尚子，川崎康彦１ 

中塚映政：視床下部A６６電気刺激によりドパミン作動

性下行性抑制系は活性化する－in vivo パッチクランプ

法を用いた機能解析－，第８８回日本疼痛学会，松山，

７５６６３ 7．
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海戸弥恵，谷口　亘，西尾尚子，瀧口　登，川崎康彦，

中塚映政：前帯状皮質の電気刺激による脊髄後角ニュー

ロンにおける興奮性シナプス伝達の増強，第８８回日本

疼痛学会，松山，７５６６３ 7．

西尾尚子，谷口　亘，海戸弥恵，瀧口　登，川崎康彦，

中塚映政：脊髄膠様質ニューロンの興奮性シナプス伝達

に対する活性酸素の作用，第８８回日本疼痛学会，松山，

７５６６３ 7．

谷口　亘，中塚映政，瀧口　登，宮崎展行，阿部唯一，

峰巨，吉田宗人：視床下部A６６電気刺激によるドパミ

ン作動性下行性抑制系の活性化機構―in vivo パッチク

ランプ法を用いた機能解析―，第７6回日本整形外科学

会基礎学術集会，前橋，７５６６３ ６５．

海戸弥恵，谷口　亘，西尾尚子，瀧口　登，松川　澄，

吉田宗人，中塚映政：前帯状皮質電気刺激による脊髄

後角ニューロンにおけるシナプス伝達の変調―in vivo

パッチクランプ法による解析―，第４回日本運動器疼痛

学会，大阪，７５６６３ ６６．

松川　澄，川崎康彦，西尾尚子，谷口　亘，海戸弥恵，

瀧口　登，前中悠加，中塚映政：成熟ラットの脊髄後角

膠様質細胞におけるL２Seおineのシナプス伝達に対する

効果，第４回日本運動器疼痛学会，大阪，７５６６３ ６６．

Tanigきchi W１ Nakaがかきka T１ Takigきchi N１ Miけaげaki 

N１ Yamada H１ Yoかhida M: In Vivo Paがch２Clamp 

Analけかiか of Dopamineおgic Anがinocicepがive Acがionか in 

がhe Spinal Coおd１ 57がh Annきal Meeがing of ORS１ Long 

Beach１ ７５６６３ ６３

Tanigきchi W１ Takigきchi N１ Kaiがo Y１ Niかhio N１ 

Kawaかaki Y１ Miけaげaki N１ Yoかhida M１ Nakaがかきka 

T: Dopamineおgic inhibiがoおけ deかcending paがhwaけ 

iか acがivaがed bけ elecがおical かがimきlaがion of A６６ in がhe 

hけpoがhalamきか３ ２in vivo paがch２clamp analけかiか２１ 

９６がh Annきal Meeがing of Socieがけ foお Neきおoかcience１ 

Waかhingがon D３C３１ ７５６６３ ６６３

Kawaかaki Y１ Kohno T１ Nakaがかきka T: Effecが of 

D２かeおine on かきpeおでcial doおかal hoおn neきおon in かpinal 

がおanかveおかe かlice１ ９６がh Annきal Meeがing of Socieがけ foお 

Neきおoかcience１ Waかhingがon D３C３１ ７５６６３ ６６３

Kaiがo Y１ Tanigきchi W１ Takigきchi N１ Niかhio N１ 

Kiけoけきki Y１ Maがかきkawa S１ Maenaka Y１ Nakaがかきka 

T: Exciがaがion of がhe anがeおioお cingきlaがe coおがex 

faciliがaがeか exciがaがoおけ かけnapがic がおanかmiかかion in 

かpinal かきbかがanがia gelaがinoかa neきおonか ２in vivo paがch２

clamp analけかiか２１ ９６がh Annきal Meeがing of Socieがけ foお 

Neきおoかcience１ Waかhingがon１ D３C３１ ７５６６３ ６６３

Maがかきkawa S１ Kawaかaki Y１ Niかhio N１ Tanigきchi 

W１ Takigきchi N１ Kiけoけきki Y１ Maenaka Y１ Kohno 

T１ Nakaがかきka T: Effecがか of L２かeおine on かけnapがic 

がおanかmiかかion in かきbかがanがia gelaがinoかa neきおonか of 

adきlが おaが かpinal coおd かliceか１ ９６がh Annきal Meeがing of 

Socieがけ foお Neきおoかcience１ Waかhingがon D３C３１ ７５６６３ ６６３

Niかhio N１ Tanigきchi W１ Kiけoけきki Y１ Kaiがo Y１ 

Takigきchi N１ Maがかきkawa S１ Maenaka Y１ Kawaかaki Y１ 

Takeda D１ Nakaがかきka T: Effecがか of おeacがive oxけgen 

かpecieか on exciがaがoおけ かけnapがic がおanかmiかかion in adきlが 

おaが かきbかがanがia gelaがinoかa neきおonか１ ９６がh Annきal 

Meeがing of Socieがけ foお Neきおoかcience１ Waかhingがon 

D３C３１ ７５６６３ ６６

中峯寛和：中間型リンパ腫の病理診断一致率（追加

発 言 ）， 広 島 赤 十 字 原 爆 病 院Lけmphoma Sきmmeお 

Confeおence２７５６６，広島，７５６６年7月８５日．

中峯寛和：免疫グロブリン遺伝子産物とB細胞腫瘍診

断，第６７回JINMLスライドセミナー，東京，７５６６年

９月６7日．

中峯寛和：免疫グロブリン軽鎖発現によるクローン性判

定（再考）とその比対称性，第４回近畿悪性リンパ腫

病理検討会（近畿大学血液内科－病理部），大阪狭山，

７５６６年６７月６９日．

中峯寛和（当番幹事），第７7回悪性リンパ腫治療研究

会，京都，７５６７年３月２～３日．

榎本泰典，森田剛平，笠井孝彦，武田麻衣子，高野将

人，田村智美，柳生貴裕，野々村昭孝，中峯寛和：当施

設における中枢神経系リンパ腫（PCNSL）．T細胞リン

パ腫頻度と臨床病理学的検討，第６５５回日本病理学会総

会，横浜，７５６６３ ９．
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森田剛平，榎本泰典，高野将人，武田麻衣子，笠井孝

彦，中峯寛和，野々村昭孝：髄外腫瘤形成が急性転化の

初発症状となった原発性骨髄線維症（PMF）の１剖検

例，第６５５回日本病理学会総会，横浜，７５６６３ ９．

石田英和，岡本秀一郎，菅野安喜，吉村卓郎，和田勝

也，小西　登，中峯寛和：M蛋白血症を伴い二相性の

形態を示す骨髄原発腫瘤非形成性B細胞腫瘍の１例，第

６５５回日本病理学会総会，横浜，７５６６３ ９．

石田英和，和田勝也，三宅清花，清水誠治，小西　登，

中峯寛和：慢性型ATLLの経過中，上下部消化管にT

リンパ球の密な増殖を認めた１例，第5６回日本リンパ

網内系学会総会，福岡，７５６６３ 7．

清水直樹，榎本泰典，中峯寛和，榑松由佳子，上嶋昌

和，岡本英之，太田一郎，山中敏彰，細井裕司，家根旦

有：甲状腺悪性リンパ腫の背景疾患，第5９回日本甲状

腺学会学術集会，大阪，７５６６３ ６６．

中峯寛和：最近およそ６５年間の悪性リンパ腫病理診断

事情，日本病理学会コンサルテーション委員会コンサル

タントとして担当した症例の検討から，第95回近畿血

液学地方会，尼崎，７５６６３ 6．

中峯寛和，榎本泰典，三家登喜夫：中枢神経系（CNS）

腫瘍のWHO分類における，CNS原発T細胞悪性リン

パ腫本邦頻度の予備的検証，第96回近畿血液学地方会，

大阪，７５６６３ ６６．

小関久恵，平山真央，田邉雅代，西川　武，田中京子，

高野将人，武田麻衣子，榎本泰典，笠井孝彦，野々村昭

孝，中峯寛和：眼内悪性リンパ腫の１例，第７6回日本

臨床細胞学会奈良県支部総会，奈良，７５６６３ ６６．

榎本泰典，中峯寛和，笠井孝彦，長谷川正俊，神野正

敏，野々村昭孝：中枢神経系原発リンパ腫（PCNSL）

の免疫表現型，単一施設症例の検討から，第７6回悪性

リンパ腫治療研究会，横浜，７５６６３ ８．

山本博司：高齢者の日常生活における健康努力，熊取町

健康福祉部会講習会，関西医療大学，７５６６年７月７7日３

山本博司：導絡の太極灸治療，日本良導絡自律神経学会

近畿ブロック講習会，SMG大阪，７５６６年９月６６日３

山本博司：東洋医学の刺激　はり・きゅう　経験の知に

よる講義と実技，平成７８年度日本東洋医学会関西支部

例会鍼灸実演講習，大阪国際交流センター，７５６６年６５

月８５日．

山本博司：東洋医学からの養生メッセージ―東洋医学と

がん―，熊取町りんくうアトム６５５５講習会，熊取町図

書館，７５６６年６７月３日．

山本博司：スポーツ障害に対するきゅう治療，関西医療

大学KATA講習，関西医療大学，７５６５年６７月７日．

山本博司：スポーツ障害に対するきゅう治療，関西運動

器障害研究会（KATA）講習，新大阪，７５６７年３月６8

日．

３．その他

紀平為子：健康を考える一日にしましょう，串本町里

川・比曽原健康相談事業，里川区民会館，平成７８年７

月７７日，串本町

紀平為子：パーキンソン病の最近の話題，泉友会（パー

キンソン病友の会），平成７８年８月６8日，熊取交流セン

ター煉瓦館．

紀平為子：災害に備えるシンポジウム　難病患者･家族

のための災害対策，堺市難病支援ネットワーク協議会

「なんねっと祭り７５６６防災シンポジウム」平成７８年６５

月１日　堺市総合福祉会館

中峯寛和：日本病理学会病理診断コンサルテーションシ

ステム（コンサルタント）

期間：７５５６年６７月１日－７５６８年３月８６日

中峯寛和：悪性リンパ腫治療研究会（病理コメンテー

ター）

第７7回（７５６７年３月３日，京都市）

中峯寛和：奈良悪性リンパ腫談話会（病理コメンテー

ター）

第６7回（７５６６年９月３日，橿原市）

第６8回（７５６７年２月６8日，奈良県生駒市）
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平成23年度　鍼灸学ユニット研究活動状況

１．ユニットメンバー

若山　育郎、錦織　綾彦、楳田　高士、川本　正純、

吉備　　登、坂口　俊二、木村　研一、山﨑　寿也

２．平成23年度活動報告

　以下の各テーマに沿って、個人およびグループ研究

（学外との共同研究含む）を行った。

＜若山育郎＞

の 腰痛に対する鍼治療効果についての日本人による論文

のシステマティック・レビュー

全日本鍼灸学会雑誌へ投稿準備中である。

の 鍼灸のEBMについての研究

平成７８年度　厚生労働科学研究「東アジア伝統医学

の有効性・安全性・経済性のシステマティック・レ

ビュー」鍼灸タスクフォース会議の研究に協力し、構

造化抄録の作成と校正を行った。

＜楳田高士＞

の HCVは鍼治療で用いる毫鍼によって感染するかにつ

いての検討（国際鍼灸学会で発表）

の 良導絡測定評価と自律神経との関連についての検討

の 鍼灸の安全性（有害事象）に関する文献調査（全日本

鍼灸学会研究部助成）

の クリーンニードル鍼の細菌学的安全性の検討

＜吉備　登＞

の 変形性膝関節症に対するはり・きゅう治療の臨床的効

果

の 通電による単回使用ステンレス鍼の影響と折鍼の原因

究明

＜坂口俊二＞

の 冷え症（血管運動神経障害）に対する下肢への低周波

鍼通電療法の効果

『冷え症に対する下肢への低周波鍼通電療法の効果―

下肢血管運動障害の有無による比較検討―』（竹田太

郎、坂口俊二、久下浩史ら）として日本温泉気候物理

医学会雑誌に原著論文として掲載された。

の 冷え症に対する酵素処理ヘスペリジンを主剤とする栄

養補助食品の効果

『冷え症に対する酵素処理ヘスペリジンを主剤とす

る栄養補助食品の効果―冷水負荷試験による検討

―』（秋田浩幸、坂井愛子、坂口俊二ら）としてBio２

medical THERMOLOGYに原著論文として掲載され

た。

の 若年男女の冷え症を識別する項目の抽出とその診断精

度の検討

っExがおacがion of iがemか idenがifying chilly conかがiがきがion 

(っHie、 かympがomか) and がheiお きがiliがy in yoきng men 

and women、 として っComplemenがaおy Theおapieか in 

Medicine、 に投稿中である。

の 振動障害健診における健診項目と指爪床毛細血管像と

の関連

『Moおphologic Claかかificaがion of Nailfold Capillaおy 

in Woおkeおか Expoかed がo Hand２aおm Vibおaがion』

（Sakagきchi S１ Miyai N１ Takemきおa S１ eが al.）として 

Indきかがおial HealがhにOおiginal Aおがicle として掲載さ

れた。

の 蒙色による経穴現象の客観化の試み

英文での論文作成を終了して現在校正中で、海外の雑

誌に投稿予定である。

＜木村研一＞

の 電子温灸による皮膚血管拡張反応へのNOとPGの関

与についての研究

っNiがおic oxide かynがhaかe inhibiがion aががenきaがe 

cきがaneoきか vaかodilaがion dきおing waおm moxibきかがion２

like がheおmal かがimきlaがion in hきmanか、 (Kimきおa K１ 

Takeきchi H１ Yきおi K１ Wakayama I) としてJ.Alがeおn.

Comp.Med に掲載された。

の 鍼刺激による皮膚血管拡張反応へのNOと軸索反射の

関与についての研究

っNiがおic oxide かynがhaかe inhibiがion aががenきaがeか 

cきがaneoきか vaかodilaがion following acきpきncがきおe 

かがimきlaがion in hきmanか１、 (Kimきおa K１ Takeきchi H１ 

Yきおi K１ Wakayama I) として っJ.Alがeおn.Comp.Med、 

に投稿中である。

の 局所加温による循環動態の変化と筋交感神経活動への

影響についての研究

っLocal heaが applicaがion がo がhe leg おedきceか mきかcle 

かympaがheがic neおve acがiviがy in hきman、 (Takahaかhi 

N. Nakamきおa T. Kanno N. Kimきおa K１ eが.al.) として

Eきお J Appl phyかiolに掲載された。

の 局所冷却による循環動態の変化と筋交感神経活動への

影響についての研究

現在、引き続き実験を行っている。

＜山﨑寿也＞

の 鍼通電刺激が循環に与える影響についての検討



172

関西医療大学紀要１ Vol. 6１ ７５６７

の 脳幹部細胞へのタンパク質直接導入法によるnNOS

が意識下ラットに及ぼす循環への影響

３．鍼灸学ユニット研究検討会開催報告

第６7回研究検討会

日　時：平成７８年４月７8日（木）午後５時～　

会　場：Ａ７７教室（２号館２Ｆ）

内　容：「勤労者のストレスに対する鍼治療効果の検証」

発表者：下市善紀（大学院２回生）

第６8回研究検討会

日　時：平成７８年５月７6日（木）午後５時～

会　場：Ａ７７教室（２号館２Ｆ）

内　容： 「鍼はサッカー選手の競技パフォーマンスを向

上させるのか」

発表者：春木淳二（大学院２回生）

第６9回鍼灸学ユニット研究検討会

日　時：平成７８年６月７９日（金）午後４時半～

会　場：Ａ７７教室（２号館２Ｆ）

内　容：「うつ病に対する鍼治療のエビデンスはあるか」

発表者：保坂政嘉（関西医療大学 準研究員）

第７５回鍼灸学ユニット研究検討会

日　時：平成７８年７月７8日（木）午後４時半～

会　場：Ａ７７教室（２号館２Ｆ）

内　容： 「鍼灸治療におけるインシデント・アクシデン

ト」

発表者：吉備　登

第７６回鍼灸学ユニット研究検討会

日　時：平成７８年８月７5日（木）午後６８時～

会　場：Ａ７７教室（２号館２Ｆ）

内　容： 「電子温灸による皮膚血流量変化に及ぼすNO

合成酵素阻害剤ならびにCOX阻害剤の影響」

発表者：竹内勇人（大学院１回生）

第７７回鍼灸学ユニット研究検討会

日　時：平成７８年９月７７日（木）午後５時～

会　場：Ａ７７教室（２号館２Ｆ）

内　容： 「下腿への局所加温が筋交感神経活動に与える

影響」

発表者：木村研一

第７８回鍼灸学ユニット研究検討会

日　時：平成７８年６５月７５日（木）午後５時～

会　場：Ａ７７教室（２号館２Ｆ）

内　容： 「日本鍼灸の内憂外患　―内憂編　特に鍼灸教

育について―」

発表者：若山育郎

第７９回鍼灸学ユニット研究検討会

日　時：平成７８年６６月７９日（木）午後５時～

会　場：７６６教室（１号館２Ｆ）

内　容： 「Qきanがiでcaがion of hepaがiがiか C viおきか on acき２

pきncがきおe needleか きかing おeveおかe がおanかcおipがion 

PCR」

発表者：楳田高士

第７5回鍼灸学ユニット研究検討会

日　時：平成７９年１月７6日（木）午後５時～

会　場：A ７７（２号館２F）

内　容： 「労働者の身体的・心理的ストレス症状に対す

る円皮鍼治療の効果」

発表者：下市善紀（大学院２回生）

４．研究業績

著　書

厳　振国，高橋研一，吉備　登，王　財源，尾崎朋文，

中吉隆之ら：鍼灸医療事故の現状とリスクマネジメン

ト１危険経穴の断面解剖アトラス／厳　振国，高橋研

一，吉備　登，王　財源，尾崎朋文，中吉隆之ら：危険

経穴の断面解剖アトラス，第１版，東京，医歯薬出版，

７５６６，６２６５9

原　著

若山育郎：鍼灸教育への提言　日本鍼灸の内憂外患に

どのように対応すべきか，鍼灸Oかaka，７５６６，７7（８），

799２8５８

保坂政嘉，若山育郎：うつ病についてのシステマティッ

クレビュー　うつ病に対して鍼治療が有効であるという

エビデンスはあるか，関西医療大学紀要，７５６６，5，６7２

７９

後藤修司，北小路博司，川喜田健司，野口栄太郎，若

山育郎，坂本歩：学会の課題と展望，全日鍼灸会誌，

７５６６，6６（７），６６５２６７9
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若山育郎：漢方医と鍼灸師，月刊　和漢薬，７５６６，7５６，

６６

楳田高士：鍼灸用語トレンド８７６　安全性，医道の日

本，７５６６，8６５，６85２６9５

楳田高士，森本昌宏：鍼治療の有害事象とその安全性，

ペインクリニック，７５６６，８７（９），5７9２5８8

和田智義，山﨑寿也，川島洋司，吉田宗平，楳田高士：

僧帽筋刺鍼法を用いた刺鍼後に発生した気胸の検討－

MDCTを用いての分析－，関西医療大学紀要，７５６６，5，

６７２６6

Sakagきchi S１ Miyai N１ Takemきおa S１ Fきkきmoがo 

J１ Shiozaki M１ Kきおaかawa S１ eが al: Moおphologic 

Claかかificaがion of Nailfold Capillaおy in Woおkeおか 

Expoかed がo Hand２aおm Vibおaがion Ind Healがh１ ７５６６１ ９9 

(5)１ 6６９２8

坂口俊二，小島賢久，宮嵜潤二，久下浩史，森　英俊：

下肢血管反応による若年女性の冷え症判定，自律神経，

７５６６，９8（5），８7７２6

宮嵜潤二，久下浩史，森澤建行，坂口俊二，竹田太郎，

佐々木和郎，森　英俊：自覚的冷え症者の性別と冷え行

動因子，健康関連QOL，BMIの関連について，全日鍼

灸会誌，７５６６，6６（７），６7９２8６

Takahaかhi N１ Nakamきおa T１ Kanno N１ Kimきおa K１ 

Toge Y１ Lee KH１ Tajima F: Local heaが applicaがion がo 

がhe leg おedきceか mきかcle かympaがheがic neおve acがiviがy in 

hきman１ Eきお. J. Appl. Phyかiol.１ ７５６６１ ６６６１ ７７５８２６６

秋田浩幸，坂井愛子，坂口俊二，金井成行：冷え症に対

する酵素処理ヘスペリジンを主剤とする栄養補助食品の

効果―冷水負荷試験による検討―，Biomed Theおmol，

７５６７，８６（７），７6２８７

竹田太郎，坂口俊二，久下浩史，宮嵜潤二，小島賢久，

佐々木和郎，森　英俊：冷え症に対する下肢への低周波

鍼通電療法の効果―下肢血管運動障害の有無による比較

検討―，日温気候物理医会誌，７５６７，75（７），６７９２８7

学会発表

楳田高士：Qきanがiでcaがion of hepaがiがiか C viおきか on がhe 

acきpきncがきおe needleか きかing おeveおかe がおanかcおipがion 

PCR，WFAS 世界鍼灸学会連合会学術大会（ブラジ

ル），サンパウロ，７５６６.６６

吉備　登，栗谷陽子：間欠跛行を呈する患者と良導

絡，第6８回日本良導絡自律神経学会学術大会，東京，

７５６６.６５

坂口俊二，小島賢久，宮嵜潤二，竹田太郎，久下浩史，

佐々木和郎ら：冷え症に対する下肢低周波鍼通電療法の

効果－SF２ ８の下位尺度‘体の痛み’得点を指標とした

比較検討－，第76回日本温泉気候物理医学会総会・学

術集会，鹿児島，７５６６.5

坂口俊二，小島賢久，竹田太郎，宮嵜　潤，久下浩史，

佐々木和郎ら：低周波置鍼療法が自覚的冷えを伴い血管

運動障害及び体の痛みを有した者に対する効果，第6５

回全日本鍼灸学会学術大会，東京，７５６６.6 

Takemきおa S１ Maeda S１ Fきkきmoがo J１ Yoかhimaかき 

K１ Miyai N１ Sakagきchi S１ eが al:  Compaおiかon 

of effecがiveneかか of new and foおmeお vibおoがacがile 

peおcepがion がhおeかhold meaかきおemenが eqきipmenが? 

Applicaがion がo opeおaがoおか of hand２held vibおaがing がoolか 

?１ The ６9がh Japan Confeおence on Hきman Reかponかe がo 

Vibおaがion (JCHRV７５６６)１ Nagoya１ ７５６６.8

宮嵜潤二，久下浩史，泉恵理子，坂口俊二，森　英俊：

冷えの程度、健康関連QOLからみた冬季冷え症の性差

と季節変動，第６７回日本QOL学会，東京，７５６６.9

木村研一：鍼灸治療が心血管系機能に及ぼす影響―（シ

ンポジウム「心血管系機能と東洋医学的治療」），第6９

回日本自律神経学会総会，秋田，７５６６.６５

その他

若山育郎：こんな時には漢方薬－頭痛としびれ－，平成

７８年度　第７回 最新の医療カンファランス，和歌山，

７５６６.６７

楳田高士：理療臨床リスク管理，筑波大学．文部科学

省共催７５６６年度特別支援学校自立教科担当教員講習会，

東京，７５６６.7
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楳田高士：長寿と健康「すこやかに生きるために」，は

つらつ世代講座，熊取町，７５６６.8.

吉備　登：良導絡とは，第６５回日本良導絡自律神経学

会近畿ブロック講習会第１講座，大阪，７５６６.９

吉備　登：良導絡とは入門編，日本良導絡自律神経学会 

九州ブロック学術大会 教育講演，福岡，７５６６.６７

吉備　登：これだけは知っておきたい 経穴の断面解剖，

日本良導絡自律神経学会　九州ブロック学術大会　特別

講演，福岡，７５６６.６７

坂口俊二：東洋の身体知と実践養生法，和歌山県警８５

歳ライフプランセミナー，和歌山，７５６６.7

坂口俊二，健康灸のすすめ－手軽にできるお灸の方法

－，関西医療大学附属診療所第7５回健康教室，大阪，

７５６６.６５

坂口俊二：冷え性と鍼灸治療，ライフステージ学術研修

会，大阪，７５６６.６６

坂口俊二：冷えと肩こり，第８９回現代医療鍼灸臨床研

究会シンポジウム「診療各科における肩こりの病態と鍼

灸」，東京，７５６６.６６

坂口俊二：はり灸を使ったストレス症状改善のためのセ

ルフケアプログラム，和歌山県警ストレスコントロール

教室，和歌山，７５６７.８

坂口俊二：WHO標準経穴とその臨床応用，国立障害者

リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害セ

ンター卒後特別研修会，兵庫，７５６７.８

山﨑寿也：ツボ講座－あなたのツボ探してみませんか

－，関西医療大学附属診療所第7７回健康教室，大阪，

７５６７.７



175

平成23年度　スポーツトレーナー学ユニット研究活動状況

平成23年度　スポーツトレーナー学ユニット研究活動状況

１．ユニットメンバー

　増田　研一、辻　　和哉、中尾　哲也、山口由美子

２．平成23年度活動報告

　以下の各テーマに沿って、個人およびグループ研究

（学外との共同研究含む）を行った。

＜増田研一、辻　和哉、山口由美子＞

• 運動器の病的状態における診断法および保存治療に関

する検討（特に変形性膝関節症、足関節捻挫）。

＜中尾哲也＞

• 運動器の病的状態の発生機序や治療法に関する理学療

法的アプローチ

３．研究業績

原　著

中尾哲也，増田研一，辻　和哉，牛島詳力，金井成行：

左踵骨後部滑液包炎を有した陸上競技短距離選手の１症

例～発生機序に着目した理学療法的アプローチ～，関西

医療大学紀要，2011，Vol３5，25２31

戸田佳孝，月村規子，槻　浩司，増田研一：変形性膝関

節症患者に対するロフストランド杖の効果，日本医事新

報，2011，4545，6２89

学会発表

中尾哲也：片脚起立安定時骨盤回旋角度計測の妥当性

と信頼性，第26回日本体力医学会近畿地方会，大阪，

2011

槻　浩司，戸田佳孝，月村規子，増田研一：変形性膝関

節症患者におけるロフストランド杖の効果，第84回日

本整形外科学会学術集会，横浜，2011

増田研一：変形性膝関節症患者における画像所見と臨床

症状の関連性　２：MRI（特に骨壊死像に関して），第

３回変形性膝関節症を考える会，大阪，2011

その他

中尾哲也：スポーツ分野における理学療法とその効果，

全日本鍼灸学会近畿支部指導研修B，大阪市，2011３10
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Ａ．理学療法学ユニットの全体活動状況

１．第一回共同研究推進委員会で確認された理学療法学

ユニットの平成23年度構成メンバー

鈴木　俊明、谷埜予士次、米田　浩久、

高崎　恭輔、谷　万喜子、鬼形周恵子

２．研究計画ならびに研究費の申請と執行の経過

　今年度の研究テーマは、

　１）理学療法評価および治療法に関する神経生理学

的・生体力学的研究

　２）理学療法と鍼灸医学の考えを組み合わせた新しい

治療法の開発と、その効果に関する神経生理学的

研究

　３）運動学習、運動イメージに関する神経生理学的研

究

　４）神経疾患に対する鍼治療効果に関する基礎および

臨床研究、

　５）効果的な理学療法教育に関する研究

である。各メンバーが専門領域での研究を実施するこ

とができた。

　平成７８年度は、共同研究推進委員会に「経穴刺激

理学療法の効果に関する基礎および臨床的検討」の

テーマで研究費申請を行い、研究費の配分を受けた。

また、社団法人日本理学療法士協会から６5万円の研

究助成を受けた。

３．理学療法学ユニット勉強会の活動

　各メンバーの研究報告を中心に理学療法学ユニット

勉強会を実施した。以下にその活動概要をまとめた。

①第７回理学療法学ユニット勉強会

日　時：平成７８年５月６9日（木）６9時～ ７５時

場　所：３号館２階　B７７教室

内　容： 快・不快感情が上肢運動課題を用いた利き手

と非利き手の運動に与える影響について

　　　　米田浩久先生

②第８回理学療法学ユニット勉強会

日　時：平成７８年６月６8日（土）６6時～ ６8時

場　所：３号館３階　B８６教室

　内　容：１．ポロシャツのボタンはめ動作に着目した

一症例における上肢脊髄運動神経機能の

興奮性の変化

　　　　　　　山下　彰（大学院１年）

　　　　　２．下肢脊髄運動神経におけるH波・F波出

現様式

　　　　　　　山下　彰（大学院１年）

　　　　　３．等尺性収縮を用いた母指対立運動の運動

イメージが脊髄神経機能の興奮性に与え

る影響―イメージする収縮強度の違いに

よる検討―

　　　　　　　文野住文（大学院１年）

　　　　　４．立位姿勢における上肢挙上位からの速度

を伴う肘関節伸展時の姿勢制御

　　　　　　　丸岡祥子（大学院１年）

　　　　　５．アロマテラピーが神経機能に与える影響

　　　　　　　由留木裕子（大学院１年）

③第９回理学療法学ユニット勉強会

日　時： 平成７８年６５月１日（土）６７時８５分～ ６８時

６５分

場　所：診療・研究棟８階　神経病研究センター

内　容： The 6がh Beijing Inがeおnaがional Foおきm on 

Rehabiliがaがion（６５月７７日・中国）

　　　　　予行会

Neきおological おeかeaおch foお ef ecが of Bobaがh 

appおoach

－ Relaがion がo clinical applicaがion くiがh F 

くaぎe －

Akiおa Yamaかhiがa（M６）

④ 第６５回理学療法学ユニット勉強会

日　時：平成７８年６５月６日（木）６9時～ ７６時

場　所：３号館２階　B７６教室

　内　容：（社）全日本鍼灸学会近畿支部学術集会およ

び近畿理学療法学術大会予行会

　　　　　１．全身性ジストニア患者に対する鍼治療前

後におけるハンガー反射の変化

　　　　　　　田中　健一（附属診療所　研修員）

　　　　　２．頸部ジストニア患者の鍼治療前後におけ

るハンガー反射出現様式の変化

　　　　　　　平松　哲郎（附属診療所　研修員）

　　　　　３． 八邪（大都）への鍼刺激前後における

母指対立筋F波の変化

　　　　　　　尾羽根　実央（附属診療所　研修員）

　　　　　４．等尺性収縮を用いた母指対立運動の運動

イメージが脊髄神経機能の興奮性に与え

る影響　－イメージする収縮強度の違い

による比較－
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　　　　　　　文野　住文（本学大学院生）

⑤第６６回理学療法学ユニット勉強会

日　時：平成７８年６５月６８日（木）６9時～ ６9時８５分

場　所：３号館２階　B７６教室

　内　容：（社）全日本鍼灸学会近畿支部学術集会予行

会

八邪（上都）への鍼刺激前後における母指対

立筋F波の変化

川畑　隼人（附属診療所　研修員）

⑥第６７回理学療法学ユニット勉強会

　日　時：平成７８年６５月６5日（土）６７時８５分～ ６８時

６５分

場　所：診療・研究棟３階　神経病研究センター

内　容： The 6がh Beijing Inがeおnaがional Foおきm on 

Rehabiliがaがion（６５月７７日・中国）

予行会

Neきおological おeかeaおch foお efecが of Bobaがh 

appおoach

－ Relaがion がo clinical applicaがion くiがh F 

くaぎe －

Akiおa Yamaかhiがa（M６）

Ｂ．理学療法学ユニットの個人研究活動状況

　（主に、平成７８年度著書、論文等、学会報告、講演会

など）

著　書

鈴木俊明：脊柱の構造と機能，片寄正樹（編），っ腰痛

のリハビリテーションとリコンディショニング―リスク

マネジメントに基づいたアプローチ」 、，第１版，東京，

文光堂，７５６６，７２６８

鈴木俊明，谷万喜子，高崎恭輔ら：柔道整復師法、視能

訓練士法、言語聴覚士法（鈴木）、あん摩マッサージ指

圧師、はり師、きゅう師等に関する法律（谷），理学療

法士及び作業療法士法（高崎）／河野公一，田邉　昇，

森田　大，米田　博，鈴木俊明ら（編）：医療従事者の

ためのこれだけは知っておきたい6６の法律，第１版，

京都，金芳堂，７５６７，7８２9６

原　著

吉田宗平，鈴木俊明，中吉隆之，米田浩久，紀平為子，

吉益文夫：和歌山県スモン患者におけるファンクショナ

ルリーチテストのテスト方法の違いとバランス能力、歩

行機能との関係，厚生労働科学研究費補助金（難治性疾

患克服研究事業）スモンに関する調査研究班　平成７７

年度総括・分担研究報告書，７５６６，６56２8

鈴木俊明：機器を用いた症例のまとめ方，大阪府理学療

法士会誌，７５６６，８9，７7２８７

鈴木俊明：何をもって治ったとするか，関西理学，

７５６６，６６，６２８

鈴木俊明，鬼形周恵子，文野住文，谷　万喜子，脳血管

障害片麻痺患者の麻痺側上肢機能について考える，関西

理学，７５６６，６６，６８２9

高崎恭輔，鈴木俊明，清水卓也：体幹前屈位時に腰部痛

が生じる器械体操選手―トップダウン評価での機能障

害抽出が困難な症例に対して―，関西理学，７５６６，６６，

８８２6

高橋優基，藤原　聡，伊藤正憲，嘉戸直樹，鈴木俊明：

聴覚刺激の刺激間隔の相違による予測の要因が筋電図反

応時間に及ぼす影響，関西理学，７５６６，６６，９６２5

津江正樹，池田幸司，赤松圭介，藤本将志，貝尻　望，

鈴木俊明ら：端座位にて一側下肢挙上位を保持した肢位

での側方への荷重量の変化が腹斜筋群の筋電図積分値に

与える影響―入浴時の浴槽へのまたぎ動作を想定して― 

関西理学，７５６６，６６，5６２6

木下拓真，高木綾一，鈴木俊明：片脚立位時の矢状面上

における足圧中心位置の違いが股関節周囲筋の筋活動に

与える影響，関西理学，７５６６，６６，57２6８

高見武志，松田俊樹，三馬孝明，中道哲朗，鈴木俊明：

結帯動作における肩甲骨周囲筋群の筋活動について，関

西理学，７５６６，６６，65２7５

山本吉則，鈴木裕介，辻本憲吾，嘉戸直樹，鈴木俊明：

一側上肢の随意運動が体側上肢の感覚機能に及ぼす影響

―体性感覚誘発電位を用いた検討―，関西理学，７５６６，

６６，77２8７

大西真代，塚本枝里，鈴木裕介，山本吉則，嘉戸直樹，

鈴木俊明：麻痺側肩甲帯と体幹に着目した理学療法によ

り麻痺側手指の分離運動に改善を認めた脳梗塞後右片麻
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痺の一症例―表面筋電図を用いた理学療法効果の検討― 

関西理学，７５６６，６６，６８６２8

鈴木俊明，谷埜予士次，米田浩久，高崎恭輔，鬼形周恵

子，谷　万喜子：等尺性収縮を用いた母指対立運動の運

動イメージ方法の違いが脊髄神経機能に与える影響―視

覚の有無の関連性―，脊髄機能診断学，７５６６，８８，75２9

井上隆文，中道哲朗，三浦雄一郎，鈴木俊明：立位での

一側下肢への側方体重移動が内腹斜筋と腰背筋の筋活動

に及ぼす影響，理療，７５６６，９６，７９２9

Tanino Y１ Yoneda H１ Takaかaki K１ Sきzきki T１ 

Waがanabe M１ Kono K１ eが al: っReach diかがance and 

moぎemenが かがおaがegy paががeおnか dきおing がhe fきncがional 

おeach がeかが of pかychiaがおic paがienがか、１ J３Phyか３ Theお３ Sci３１ 

７５６６１ ７８１ 655２9

Takaかaki K１Tanino Y１ Yoneda H１ Sきzきki T１ 

Waがanabe M１ Kono K: Compaおiかon of moがion 

かがおaがegieか in がhe fきncがional おeach がeかが beがくeen eldeおly 

peおかonか and yoきng peおかonか１ J３Phyか３ Theお３ Sci３１ ７５６６１ 

７８１ 77８２6

Takaかaki K１ Waがanabe M１ Tanimoがo Y１ Sきgiきおa 

Y１ Kimきおa M１ Tかきda Y１ Hayaかhida I１ Kono K: 

Uかefきlneかか of がhe がimed きp２and２go (TUG) がeかが aか an 

indicaがeお foお caおe pおeぎenがion among commきniがy２

dくelling eldeおly１ Bきlleがin of がhe Oかaka Medical 

College１ ７５６６１ 57１ 9８２99

学会発表

鈴木俊明，米田浩久，谷埜予士次，高崎恭輔，鬼形周恵

子，谷　万喜子ら：パーキンソン病患者の前屈姿勢の要

因と運動療法効果，第5７回日本神経学会学術大会，愛

知，７５６６３5

鈴木俊明，谷埜予士次，米田浩久，高崎恭輔，鬼形周恵

子，谷　万喜子：等尺性収縮を用いた母指対立運動の運

動イメージ方法の違いが脊髄神経機能に与える影響―視

覚の有無の検討―，第９6回日本理学療法学術大会，宮

崎，７５６６３5

米田浩久，中野博子，久住　武，鈴木俊明：“快・不快

感情が上肢運動課題を用いた利き手と非利き手の運動に

与える影響について”，第９6回日本理学療法学術大会，

宮崎，７５６６３5

伊藤正憲，嘉戸直樹，藤原　聡，鈴木俊明：周期的な一

定のリズムの運動の遂行に外的刺激のきっかけは有効な

情報となるか―周期的運動の間隔の正確性と一貫性によ

る検討―，第９6回日本理学療法学術大会，宮崎，７５６６３5

嘉戸直樹，伊藤正憲，鈴木俊明：困難度の異なる上肢随

意運動が対側上肢脊髄神経機能に及ぼす影響，第９6回

日本理学療法学術大会，宮崎，７５６６３5

高木綾一，高崎恭輔，鈴木俊明：脳卒中患者における上

肢挙上保持時の姿勢制御―重心動揺に着目して―，第

９6回日本理学療法学術大会，宮崎，７５６６３5

渡邊裕文，大沼俊博，藤本将志，高崎恭輔，谷埜予士

次，鈴木俊明：座位での後外側方へのリーチ肢位におけ

る体幹筋群の筋電図積分値について，第９6回日本理学

療法学術大会，宮崎，７５６６３5

井上隆文，中道哲朗，鈴木俊明：立位での一側下肢への

側方体重移動における前足部荷重量の変化が内腹斜筋・

腹直筋の筋電図積分値に与える影響，第９6回日本理学

療法学術大会，宮崎，７５６６３5

藤原　聡，伊藤正憲，嘉戸直樹，鈴木俊明，嶋田智明：

周期性の認識に基づく効率的な運動中に呈示される異な

る刺激間隔が筋電図反応時間に及ぼす影響―刺激間隔の

相違による検討―，第９6回日本理学療法学術大会，宮

崎，７５６６３5

藤川真末，中道哲朗，鈴木俊明：片脚立位での一側下肢

の運動が対側の支持脚における足底圧中心位置と足部内

反筋群・腓骨筋群の筋活動に与える影響，第９6回日本

理学療法学術大会，宮崎，７５６６３5

鈴木俊明，谷　万喜子：尺沢穴への経穴刺激理学療法に

おける母指球筋の脊髄神経機能，第6５回全日本鍼灸学

会学術大会，東京，７５６６３6

谷　万喜子，鈴木俊明，吉田宗平：上肢ジストニア患者

への鍼治療による上肢運動機能の変化，第6５回全日本

鍼灸学会学術大会，東京，７５６６３6
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大沼俊博，渡邊裕文，藤本将志，谷埜予士次，高崎恭

輔，鈴木俊明ら：立位における腹斜筋群の筋活動につい

て，第９6回京都病院学会 京都，７５６６３6

山下　彰，土井鋭二郎，鈴木俊明：ボバースアプローチ

効果に関する神経生理学的研究―F波を用いた臨床応用

について―，第１回日本ボバース研究会学術大会，東

京，７５６６３7

藤本将志，大沼俊博，渡邊裕文，赤松圭介，井上隆文，

鈴木俊明：段差昇段動作における内腹斜筋の筋活動パ

ターン分析，第１回日本ボバース研究会学術大会，東

京，７５６６３7

光田尚代，高木綾一，鈴木俊明：“大殿筋と大腿四頭筋

を同時収縮させたQきadおicepか Seががing Exeおciかeの分析 

―股関節の運動方向の違いに着目して―”，第７８回大阪

府理学療法学術大会，大阪，７５６６３7

今井庸介，高木綾一，鈴木俊明：介護老人保健施設にお

ける在宅復帰支援プロジェクトの報告，第７８回大阪府

理学療法学術大会，大阪，７５６６３7

吉川香里，高木綾一，鈴木俊明：膝外側スラストにより

立脚期に不安定性を呈した大腿骨転子部骨折の一症例，

第７８回大阪府理学療法学術大会，大阪，７５６６３7

川上秀一郎，田口綾香，井上隆文，鈴木俊明：左脛腓骨

遠位端骨折後、歩行時に左膝の疼痛を生じた一症例，第

７８回大阪府理学療法学術大会，大阪，７５６６３7

瀬田隼也，河原　香，神澤英雄，中道哲朗，鈴木俊明：

麻痺側体幹・下肢の支持性向上により食事動作が改善し

た左片麻痺患者の一症例，第７８回大阪府理学療法学術

大会，大阪，７５６６３7

田津原佑介，高木綾一，鈴木俊明：右足底感覚が改善し

たことにより、右立脚初期から中期における右側への不

安定性が改善した左橋出血の一症例，第７８回大阪府理

学療法学術大会，大阪，７５６６３7

山下　彰，鈴木俊明，土井鋭二郎：ポロシャツのボタン

はめ動作の改善を認めた左視床出血一症例における上肢

脊髄運動神経機能の興奮性の変化，第７８回大阪府理学

療法学術大会，大阪，７５６６３7

川島康裕，高木綾一，鈴木俊明：体幹アライメントの改

善により右遊脚初期の躓きが改善した脳血管障害の一症

例，第７８回大阪府理学療法学術大会，大阪，７５６６３7

大沼俊博，渡邊裕文，藤本将志，谷埜予士次，高崎恭

輔，鈴木俊明：立位での前足部荷重時における腹斜筋

群・腰背筋群の筋活動について，第6６回日本病院学会，

東京，７５６６３7

池田幸司，赤松圭介，早田　荘，藤本将志，大沼俊博，

鈴木俊明：端座位における骨盤後傾に伴う体幹屈曲肢位

により前開きシャツの脱衣が困難であったパーキンソン

病患者に対する理学療法，第6６回日本病院学会，東京，

７５６６３7

萩尾亜弥，赤松圭介，大沼俊博，渡邊裕文，藤本将志，

鈴木俊明：端座位における体幹の立ち直りを伴った骨盤

挙上能力の低下により排泄後の清拭動作が困難であった

頸髄不全損傷患者に対する作業療法，第6６回日本病院

学会，東京，７５６６３7

早田　荘，田尻恵乃，小椋智美，三浦雄一郎，渡邊裕

文，鈴木俊明：肘関節肢位の違いが肩関節外旋運動に及

ぼす影響，第８回肩の運動機能研究会，福岡，７５６６３６５

鈴木俊明，文野住文，谷　万喜子，鬼形周恵子，米田浩

久，谷埜予士次ら：パーキンソン病における運動イメー

ジが脊髄神経機能の興奮性に与える影響―F波を用いた

研究―，第５回パーキンソン病・運動障害疾患コングレ

ス，東京，７５６６３６５

鈴木俊明：視覚の有無による等尺性収縮を用いた母指

対立運動の運動イメージが脊髄神経機能に与える影響，

第９8回日本リハビリテーション医学会学術集会，東京，

７５６６３６６

鈴木俊明：パーキンソン病への運動イメージは脊髄神経

機能の興奮性を増加させるか？，第5６回近畿理学療法

学術大会，滋賀，７５６６３６６

大沼俊博，渡邊裕文，藤本将志，谷埜予士次，高崎恭

輔，鈴木俊明ら：立位での踵部荷重時における腹斜筋群

の筋活動について，第5６回近畿理学療法学術大会，滋

賀，７５６６３６６



180

関西医療大学紀要１ Vol３ 6１ ７５６７

津江正樹，赤松圭介，藤本将志，大沼俊博，渡邊裕文，

鈴木俊明：端座位一側下肢挙上位での側方への荷重量

の変化が両側大殿筋上部線維・腰背筋群の筋電図積分

値に与える影響，第5６回近畿理学療法学術大会，滋賀，

７５６６３６６

池田幸司，津江正樹，早田　荘，藤本将志，赤松圭介，

鈴木俊明ら：端座位での側方体重移動時における移動

側中殿筋・大腿筋膜張筋・大殿筋上部線維の筋電図積

分値について，第5６回近畿理学療法学術大会，滋賀，

７５６６３６６

田口綾香，河原　香，井上隆文，中道哲朗，鈴木俊明：

立位での一側下肢への側方体重移動時における移動側中

殿筋の筋活動について―COP移動側変位初期に着目し

て―，第5６回近畿理学療法学術大会，滋賀，７５６６３６６

木下拓真，高木綾一，鈴木俊明：片脚立位時の矢状面

における足圧中心位置の違いが股関節周囲筋の筋活動

に与える影響，第5６回近畿理学療法学術大会，滋賀，

７５６６３６６

高見武志，松田俊樹，三馬孝明，中道哲朗，鈴木俊明：

結帯動作における肩甲骨周囲筋群の筋活動について（第

２報），第5６回近畿理学療法学術大会，滋賀，７５６６３６６

旅なつき，高木綾一，鈴木俊明：“端座位での下衣脱衣

動作における下肢筋群の筋活動と関節運動について―治

療用ベッド上と便座上での比較―”，第5６回近畿理学療

法学術大会，滋賀，７５６６３６６

玉置昌孝，井上隆文，中道哲朗，鈴木俊明：両脚立位か

ら片脚立位への動作における内腹斜筋と腰背筋群の筋活

動パターンの検討，第5６回近畿理学療法学術大会，滋

賀，７５６６３６６

赤松圭介，貝尻望，田尻恵乃，藤本将志，大沼俊博，鈴

木俊明ら：長坐位での靴下着脱動作を想定した模擬課題

時における骨盤後傾角度及び殿部荷重量に関する検討，

第5６回近畿理学療法学術大会，滋賀，７５６６３６６

北山涼太，岩淵順也，國枝秀樹，吉田拓真，谷埜予士

次，鈴木俊明：膝伸展おamp収縮課題時における内側

広筋の筋活動，第5６回近畿理学療法学術大会，滋賀，

７５６６３６６

貝尻　望，赤松圭介，藤本将志，大沼俊博，渡邊裕文，

鈴木俊明：端座位一側下肢挙上位での体幹屈曲角度の変

化が体幹筋群の筋電図積分値に及ぼす影響―下肢挙上側

に対する反対側体幹筋群における検討―，第5６回近畿

理学療法学術大会，滋賀，７５６６３６６

山下　彰，鈴木俊明，土井鋭二郎：立位での靴下着脱動

作の質的改善を認めた脳血管障害右片麻痺一症例におけ

る機能変化に伴う下肢脊髄運動神経機能の興奮性の変

化，第5６回近畿理学療法学術大会，滋賀，７５６６３６６

文野住文，鈴木俊明：等尺性収縮を用いた母指対立運動

の運動イメージが脊髄神経機能の興奮性に与える影響―

イメージする収縮強度の違いによる比較―，第5６回近

畿理学療法学術大会，滋賀，７５６６３６６

山下　梓，高森絵斗，前田梨奈，上野亜利沙，小川那留

美，鈴木俊明ら：尺沢穴への経穴刺激理学療法における

母指球筋F波変化，第5６回近畿理学療法学術大会，滋

賀，７５６６３６６

藤原　聡，伊藤正憲，嘉戸直樹，鈴木俊明：周期性の認

識に基づく効率的な運動中に定期的に呈示される異なる

刺激間隔が筋電図反応時間に及ぼす影響―刺激回数の増

加による検討―，第5６回近畿理学療法学術大会，滋賀，

７５６６３６６

福島秀晃，三浦雄一郎，森原　徹，鈴木俊明：肩関節屈

曲・外転運動における前鋸筋中部線維の機能に関する一

考察，第5６回近畿理学療法学術大会，滋賀，７５６６３６６

三浦雄一郎，福島秀晃，大川真美，森原　徹，鈴木俊

明：上肢挙上位での肩甲帯挙上が肩関節周囲筋の筋活

動に与える影響，第5６回近畿理学療法学術大会，滋賀，

７５６６３６６

有村恵梨香，高木綾一，鈴木俊明：左腹斜筋群・前鋸筋

の筋緊張改善により更衣動作が改善した脳血管障害の一

症例，第７7回大阪府作業療法士協会，大阪，７５６６３６６

鈴木俊明，鬼形周恵子，文野住文，谷　万喜子：八邪へ

の経穴刺激理学療法前後における脊髄神経機能の変化，

平成７８年度（社）全日本鍼灸学会第８６回近畿支部学術

集会，大阪，７５６６３６６
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尾羽根実央，谷　万喜子，鈴木俊明：八邪（大都）への

鍼刺激前後における母指対立筋F波の変化，平成７８年

度（社）全日本鍼灸学会第８６回近畿支部学術集会，大

阪，７５６６３６６

川畑隼人，谷　万喜子，鈴木俊明：八邪（上都）への鍼

刺激前後における母指対立筋F波の変化，平成７８年度

（社）全日本鍼灸学会第８６回近畿支部学術集会，大阪，

７５６６３６６

田中健一，谷　万喜子，鈴木俊明，吉田宗平：全身性ジ

ストニア患者に対する鍼治療前後におけるハンガー反射

の変化，平成７８年度（社）全日本鍼灸学会第８６回近畿

支部学術集会，大阪，７５６６３６６

谷　万喜子，鈴木俊明，吉田宗平：上肢ジストニア患者

の上肢機能と鍼治療効果，平成７８年度（社）全日本鍼

灸学会第８６回近畿支部学術集会，大阪，７５６６３６６

平松哲郎，谷　万喜子，鈴木俊明，吉田宗平：頸部ジス

トニア患者の鍼治療前後におけるハンガー反射出現様式

の変化，平成７８年度（社）全日本鍼灸学会第８６回近畿

支部学術集会，大阪，７５６６３６６

山下　彰，土井鋭二郎，鈴木俊明：歩行動作と立位で

の靴下着脱動作の質的改善を認めた脳血管障害右片麻

痺症例における機能変化と下肢脊髄運動神経機能の興

奮性の変化，第８８回臨床歩行分析研究会定例会，福岡，

７５６６３６７

吉田宗平，鈴木俊明，中吉隆之：和歌山県のスモン患者

に対する運動療法の即時効果，平成７８年度　スモンに

関する調査研究班　研究報告会，東京，７５６７３７

森　康行，高木綾一，鈴木俊明：右内包出血により食塊

移送が困難となった一症例―口腔内の知覚及び座位姿勢

に着目にて―，全国回復期リハビリテーション病棟連絡

協議会　第６9回　研究大会，京都，７５６７３７

鈴木俊明，文野住文，鬼形周恵子，谷　万喜子，谷埜予

士次，米田浩久ら：短時間のリラックスイメージは脊髄

神経機能の興奮性を変化させるか，第８９回脊髄神経機

能診断研究会，東京，７５６７３７

鈴木俊明：Exciがabiliがyル ofル かpinalル neきおalル fきncがion 

きndeお おelaxaがion imageおy foお ６ minきがe，第３回日本

ニューロリハビリテーション学会学術集会，神奈川，

７５６７３７

Yamaかhiがa A１ Doi E１ Sきzきki T: っNeきおological 

おeかeaおch foお effecが of bobaがh appおoach―おelaがion 

がo clinical applicaがion くiがh f くaぎe―、１ っThe 6がh 

Beijing Inがeおnaがional Foおきm on Rehabiliがaがion 

Beijing、１ China１ ７５６６３６５

その他

鈴木俊明：パーキンソン病患者のリハビリ勉強会，ひ

と・まち交流館，京都，７５６６３９

鈴木俊明：和歌山県御坊保健所　パーキンソン病の治

療と姿勢保持について（講演），御坊保健所，和歌山，

７５６６３8

鈴木俊明：F波を用いた運動イメージの効果検討（講

演）第６回日本生体応用計測研究会，郡山健康科学専門

学校，福島，７５６６３６６

鈴木俊明：京都府中丹東保健所　生活の中でできるリハ

ビリとは（講演），京都府中丹東保健所，京都，７５６６３６６
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Ａ．構成メンバー

津田　和志、五十嵐　純、武田　大輔、相澤　慎太、

牛島　詳力、尾原　弘恭、高岸　美和、林　　俊彦、

井口　　理、山原　正美

Ｂ．研究の計画と概要

　平成22年4月1日から共同研究推進委員会のもとで、

ヘルスプロモーション・整復学ユニットとしてユニット

組みをして活動を開始。

　ヘルスプロモーションの分野は多岐にわたるが、本ユ

ニットでは、一つは、静的な状態の継続や、運動や動き

などの動的な影響が、体に及ぼす様々な生理的な変化・

効果についての研究を行っていく。加えてもう一つは、

柔道整復についての研究（下記）を行っていく。

　柔道整復は、業として古来より日本にある施術体系の

一つである。業としての柔道整復は現状伝統的手法で骨

折・脱臼・打撲・軟部組織等の処置を行ってきている。

また源が柔道（柔術）を起源とするので運動器の損傷や

動きについての理解があるものである。しかし、未だ研

究機関も少なく、施術論理の解明は多くあるとは言えな

い。そこで、本分野では、これら伝統的に行われてきて

いる施術について基礎的・臨床的・教育的な面での研究

と運動器についての研究の構築を行いつつある。

　平成23年度は、ユニットとして、津田和志研究員が

中心となり、研究課題名：「高血圧の細胞膜機能とCa代

謝動態からみたメタボリックシンドロームの病態整理に

関する研究」で書類を作成し、共同研究推進委員会へ研

究費を申請し、外部評価の結果研究費400万円が配分さ

れることが決定した。本研究費については、一部消耗品

などに使用しているが、次年度に当該研究に必要な大型

機器購入を検討中である。

（研究内容・結果について）

１．『メタボリックシンドロームの基盤には内臓脂肪の

蓄積があり、高血圧や心血管病変の成因となるが、

その機序は明らかではない。本研究では高血圧を主

体としたメタボリックシンドローム患者の細胞膜

流動性（と きidiがy）を電子スピン共鳴法にて測定し、

肥満に関連した血管内分泌因子の膜機能に対する作

用や治療による影響を検討した。血漿niがおic oxide 

(NO) 代謝産物濃度が低く、内因性NO合成阻害物

質（aかymmeがおic dimeがhylaおginine: ADMA）濃度

が高いほど膜と きidiがyは低下していた。さらに、血

中adiponecがin濃度が低値であるほど血中NO代謝

産物濃度も低く、赤血球膜と きidiがyの減少と有意

に相関した。また、これらの細胞膜機能異常はエ

ストロゲン作用を持つかelecがive eかがおogen おecepがoお 

modきlaがoお（SERM）、がamoxifenにより有意に改

善した。以上より、肥満に関連した血管内分泌因子

が高血圧の細胞膜機能に重要な影響を及ぼし、それ

らの調和破綻がメタボリックシンドロームの心血管

病の成因に一部関与する可能性が示唆された。』と

いう結果を得ている。

２．柔道整復に関する研究については、機器購入も併せ

て研究計画について検討中である。

３．運動が体に及ぼす影響について、平成24年度は、

五十嵐・相澤研究員が、看護学ユニットと共同的な

研究も実施していく。

Ｃ．個人研究活動状況

著　書

中村　聡，中西仁美，沖　一真，黒澤寬己，柴垣春奈，

尾原弘恭ら：“中学校体育実技指導資料初めての柔道指

導”，初版，京都，武道教育研究会，2012

原　著

Goきおaきd SS１ Waki H１ Bhきiyan MER１ Takagiかhi 

M１ Kohかaka A１ Maeda M: Incおeaかed anがi２apopがoがic 

condiがionか in がhe nきcleきか がおacがきか かoliがaおii of 

かponがaneoきかly hypeおがenかive おaが３１ Aきがon Neきおoかci１ 

2011１ 162 (1２2)１ 15２23

Goきおaきd SS１ Waki H１ Bhきiyan ME１ Takagiかhi M１ Cきi 

H１ Kohかaka A１ eが al: Down２おegきlaがion of chemokine 

Ccl5 gene expおeかかion in がhe NTS of SHR may be pおo２

hypeおがenかive３１ J Hypeおがenか１ 2011１ 29 (4)１ 732２40

Bhきiyan ME１ Waki H１ Goきおaきd SS１ Takagiかhi M１ 

Kohかaka A１ Maeda M: Hiかがamine おecepがoお H1 in がhe 

nきcleきか がおacがきか かoliがaおii おegきlaがeか aおがeおial pおeかかきおe 

and heaおが おaがe in おaがか３１ Am J Phyかiol Heaおが Ciおc 

Phyかiol１ 2011１ 301 (2)１ H523２9
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Waki H１ Bhきiyan ME１ Goきおaきd SS１ Takagiかhi M１ 

Haがada A１ Kohかaka A１ eが al: Acきがe おedきcがionか in 

blood flow おeかがおicがed がo がhe doおかomedial medきlla 

indきce a pおeかかoお おeかponかe in おaがか３１ J Hypeおがenか１ 2011１ 

29 (8)１ 1536２45

Tかきda K: っRoleか of adiponecがin and oxidaがive かがおeかか 

in がhe おegきlaがion of membおane micおoviかcoかiがy of おed 

blood cellか in hypeおがenかive men どan elecがおon かpin 

おeかonance かがきdy３、１ Joきおnal of Obeかiがy３１ 2011１ ID: 

548140１ 8pageか (on line２ joきおnal)

Tかきda K: Bone mineおal denかiがy in men and women 

wiがh eかかenがial hypeおがenかion３１ Hypeおがenかion and Bone 

Loかか１ 2011１ 15２28

Tかきda K１ Chおiかかoboliか S１ Rきかかo AF１ Faおaci FM３: 

Leががeお Regaおding Aおがicle１ Recepがoお acがiviがy２

modifying pおoがein２1 aきgmenがか ceおebおovaかcきlaお 

おeかponかeか がo calciがonin gene２おelaがed pepがide and 

inhibiがか angioがenかin II２indきced vaかcきlaお dyかfきncがion３１ 

Sがおoke３１ 2011１ 42１ e24２25

T か き d a  K １  K n o が が n e お き か  I L H １  S が a a l か  J １  v a n 

Ooかがenbおきgge RJ３: Leががeお Regaおding Aおがicle１ 

Endoがhelial acがivaがion in lacきnaお かがおoke かきbがypeか３１ 

Sがおoke３１ 2011１ 42１ e34２35３ 

Tかきda K: Walkeお MD１ Silveおbeおg SJ３１ Leががeお 

Regaおding Aおがicle１ Viがamin D deでciency iか aかかociaがed 

wiがh かきbclinical caおoがid aがheおoかcleおoかiか: がhe Noおがheおn 

Manhaががan かがきdy３１ Sがおoke３ １ 2011１ 42１ e639２640３ 

学会発表

和気秀文，Goきおaきd Sabine，Bhきyan Mohammod，髙 

岸美和，向阪　彰，前田正信：継続的な運動による高

血 圧 症 改 善 の 中 枢 性 機 序， 第12回Neきおocaおdiology 

Waおkかhop，東京，2011３7

和気秀文，Sabine S３S３ Goきおaきd，Mohammad ER Bh２

きiyan，髙岸美和，向阪　彰，前田正信：運動性循環調

節適応における孤束核内ヒスタミン受容体H1の役割，

第104回近畿生理学談話会，大阪，2011３10

髙岸美和，和気秀文，ブイアモハマド，グホサビン，向

阪彰，前田正信：心拍数調節における延髄孤束核ヒスタ

ミン受容体H1の２相性，第89回日本生理学会大会，松

本，2012３3

和気秀文，グホサビン，ブイヤモハマド，髙岸美和，向

阪彰，前田正信：孤束核内ヒスタミン神経系の可塑性は

運動性循環調節適応に関与する，第89回日本生理学会

大会，松本，2012３3

Tかきda K: っHigh２かenかiがiviがy C２おeacがive pおoがein and 

membおane micおoviかcoかiがy of おed blood cellか in 

hypeおがenかive and noおmoがenかive men２an elecがおon 

かpin おeかonance かがきdy３、１ The 74 がh Annきal Scienがific 

Meeがing of がhe Japaneかe Socieがy of Nephおology１ 

Yokohama１ Japan１ 2011３6

Tかきda K: っRole of oxidaがive かがおeかか and high２

かenかiがiviがy C２おeacがive pおoがein in がhe おegきlaがion 

of membおane micおoviかcoかiがy of おed blood cellか in 

hypeおがenかive men３、１ The 34 がh Annきal Scienがific 

Meeがing of がhe Japaneかe Socieがy of Hypeおがenかion３１ 

Ocがobeお１ Uがかきnomya１ Japan１ 2011３

その他

牛島詳力：球技スポーツ現場に求められるATのスキル

と対応（野球），NPO法人JATAC第16回全国活動報告

会，滋賀県大津市，2011３7

牛島詳力：野球における頸部外傷，NPO法人JATAC

本部主催講習会，東京海洋大学，2011３12

牛島詳力：認定更新単位テーピング実技の進め方につい

て（シンポジウム），NPO法人JATAC本部主催講習会，

東京海洋大学，2011３12
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平成23年度　保健看護学ユニット研究活動状況

Ａ．構成メンバー

辻　　幸代、岩井　恵子、石野レイ子、平澤　久一、

上田稚代子、中納美智保、和田　幸子、田中　静枝、

平尾　恭子、増田　恵美、井村　弥生、津島　和美、

弓田　洋子、大橋　純子、小島　賢子、鹿島　映子、

板東　正巳、川中　志保、松下　直子、伊井みず穂、

家曽　美里、森永　聡美、喜多ひとみ、築田　　誠、

兒嶋　章仁、古屋　筆子、山根木貴美代、火村絵里奈

B．研究活動の概要

１．研究執行の経過

　ユニットの研究は、個人研究、共同研究、科研費採

択による研究である。

　共同研究としては、成７７年７月５日第４回共同研

究推進委員会において研究費７５５万円と、７７年度共

同研究費振替額（保健看護学科教授６名、准教授６

名分）６７５万円が承認され総計3７５万円の配分により、

平成７７年から引き続き７3年度にわたる研究活動を

行った。

　科研費採択による研究は、平成７７ ～ ７4年採択（辻

幸代、中納美智保）、平成７3 ～ ７5年採択（石野レイ

子）の各研究を継続・実践している。

２．研究ユニット勉強会の活動

第１回　研究活動の報告　大橋純子講師

日時；６月７4日午後６6時から６7時

　内容；「Emoがional Inがelligence Qきoがienがと健康関連

QOLの関係―乳幼児を持つ母親における検討

―」

第２回　研究交流会主催とユニット勉強会共催

日時；７月６6日午後６4時から６7時

　内容；「SP参加型教育の意義とSP養成の基本的在り

方」岐阜大学医学部医学教育開発研究センター

　　　　藤崎和彦　教授

３．共同研究の概要

　看護学の専門性を活かし、住民の健康づくりにおけ

る体系的で継続的な地域貢献を果たすために、住民の

健康生活ニーズ調査および、健康生活支援にかかわる

試験的取り組みなどをとおして、地域住民参加型の健

康生活支援モデルの開発を目的としている。

＜平成23年度の研究結果＞

　地域住民の健康生活ニーズを把握するために、熊取

町役場の住民部にぎわい創造課や健康福祉部健康課と

連絡調整を行いながら、７５代から7５代までの７５５５人

を抽出し、郵送法による調査を実施しその分析を行っ

た。結果については、平成７3年度関西医療大学公開

講座や第3６回看護科学学会などにおいて報告した。

　７3年度は、調査結果に基づいて、保健看護学部の

地域貢献について具体的に検討するために、住民の健

康づくりに関するニーズをより明確に検討する段階と

して、フォーカスグループインタビューを行った。

　基礎看護学グループは、「学生主導型ボランティア

活動を実践するための支援方法」、成人看護学グルー

プは「青・壮年期の健康づくりへの関心と運動習慣確

立の関連要因の検討、老年・地域看護学グループは、

「健康への関心の高さや保健行動を維持していくため

の要因を社会参加の側面から明らかにする」ことを目

標に、フォーカスグループインタビューの結果を分析

している。しかし、７3年度後期は、各看護学実習指

導で研究メンバーは学外の勤務となったことで、研究

の時間確保が困難で、計画どおりに進展しなかった。

したがって、本研究を７4年度に継続することを共同

研究推進委員会に申請、承認され、７4年度末に健康

支援モデルを構築する予定である。

Ｃ．研究業績

著　書

Tomaか A３ Lang：医学論文の執筆、出版、発表ガイド

の訳本／宮崎貴久子，中山健夫　監訳：トム・ラングの

医学論文「執筆・出版・発表」実践ガイド，１版，東

京，シナジー社，７５６７，６２６5（第１章）*第１章の翻訳

を家曽美里が担当

平澤久一，板東正己，木村美智子他：精神科看護の基礎

的事項、その他／平澤久一（編著者代表），板東正己，

木村美智子編著：症状別　病態別　精神科看護技術マス

ター，第２版，名古屋，日総研出版，７５６７，p39 ～ 43

平澤久一，板東正己，木村美智子，森　明広他：精神科

看護一般問題、状況設定問題／メディカコンクール委員

会：看護師国家試験対策テスト解答・解説，大阪，メ
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ディカ出版，７５６６，p57，p7６ ～ 7７

平澤久一，板東正己，木村美智子，森　明広他：精神科

看護一般問題、状況設定問題／メディカコンクール委員

会，看護師国家試験対策テスト解答・解説，大阪，メ

ディカ出版，７５６６，p48 ～ 49，p６６3 ～ ６６4，p６６7

平澤久一，板東正己，木村美智子，森　明広他：精神科

看護一般問題、状況設定問題／メディカコンクール委員

会：看護師国家試験対策テスト解答・解説，大阪，メ

ディカ出版，７５６６，p73 ～ 74

平澤久一，板東正己他：精神科看護一般問題／メディカ

コンクール委員会：基礎学力到達点チェックテスト解

答・解説，大阪，メディカ出版，７５６７，p7７ ～ 73

平澤久一，瀧井ヒロミ，菊池宏昭，津島和美他：症状

別看護　不眠／平澤久一：症状別病態別７5事例精神科

看護技術マスター，第２版，大阪，日総研出版，７５６７，

65２６５7

井村弥生：疾患別看護過程　乳がん ，プチナース，

ぎol３７５　NO６4，東京，照林社，平成７3年６６月，43－6５

井村弥生：退行／平澤久一，瀧井博美，木村美智子，板

東正巳：症状別病態別７5事例　精神科看護　技術マス

ター，第２版，名古屋，日総研，平成７4年3月，６６3２

６７５

原　著

岩井 惠子：臨地実習が高齢者イメージに及ぼす影響の

分析，関西医療大学紀要，７５６６，9，54２6７

Kaかo M１ Miyamoがo K１ Koyama E１ Nakayama T３: 

Bおeaかがfeeding infoおmaがion in midくifeおy がexがbookか 

in Japan: conがenが analyかiか くiがh eぎalきaがion かがandaおdか 

baかed on Delphi meがhod３１ J Hきm Lac３１ ７５６６１ ７7 (4)１ 

367２77

鹿島　英子：ＡＴＰを用いた接触頻度によるベッド周囲

の汚染度，関西医療大学紀要，７５６６，9，97２６５６

南部登志江，山本裕子，小島賢子：看護におけるタッ

チ，藍野大学紀要（７５６５），７５６６，第７4巻，67２73

石野レイ子：手術療法後の生活上の困難を伴う患者に関

する文献研究，関西医療大学紀要，７５６６，9，3７２4７

学会発表

岩井惠子，和田幸子，森永聡美，石野レイ子：過疎地に

おける高齢者の健康な生活に影響を及ぼす要因の分析，

第3６回日本看護科学学会，高知，７５６６３６７

伊井みず穂，岩井惠子，中納美智保，平尾恭子，和田幸

子，井村弥生，石野レイ子ら：地域住民の健康な生活

に対するニーズの実態調査，第3６回日本看護科学学会，

高知，７５６６３６７

地上　直，板倉勲子，岩井 惠子：通所・入所施設にお

ける高齢者の楽しみについて，第６6回日本老年看護学

会，東京，７５６６３6３６7

大橋純子，桂敏樹，臼井香苗，星野明子：EQと健康関

連QOLの関係―乳幼児を持つ母親における検討，第7５

回日本公衆衛生学会，秋田県，７５６６３６５ 

菅野典子，山崎紀代美，小島賢子，屋敷久美，南部登志

江，若村智子ら：看護基礎教育における看護技術を習得

するための教育方法の検討，第７4回日本看護研究学会

近畿北陸地方学術集会（６），京都，７５５６６年６５月６日

田中静枝，池内佳子：Handか２ofテクニックによる母

乳育児支援の効果，第5７回日本母性衛生学会，京都，

７５６６３9

喜多ひとみ，看護職の労働安全衛生管理体制下における

化学物質管理の実態調査，第4７回日本看護学会（看護

管理），兵庫，７５６６３６５

井村弥生，中森美季，林　朱美，田口豊恵：看護系大学

生における心肺蘇生法の演習を通しての教育効果，日

本クリテイカルケア看護学会　第７回学術集会，横浜，

７５６６３6 

中森美季，林　朱美，井村弥生，田口豊恵：ICUの光

環境に焦点を当てた物的環境に関する実態調査　第２

報，日本クリテイカルケア看護学会　第７回学術集会，

横浜，７５６６３6 
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林　朱美，中森美季，井村弥生，田口豊恵：ICU入室

中患者のサーガディアンリズムの調整に対する各勤務帯

における看護師のケア工夫　第２報，日本クリテイカル

ケア看護学会　第７回学術集会，横浜，７５６６３6 

田口豊恵，中森美季，林　朱美，井村弥生：ICU看護

師のサーガディアンリズムに対する認識とせん妄予防策

およびセデ―ション中ケアの分析　第２報，日本クリテ

イカルケア看護学会　第７回学術集会，横浜，７５６６３6 

井村弥生，赤坂　綾：自己学習支援による授業の試み、

学生による模擬授業を行っての理解とアンケート結果，

日本看護研究学会　第37回学術集会，横浜，７５６６３8 

井村弥生：看護系短期大学生卒業時の手指清潔法の習

得状況と理解度の実態―１年時と３年卒業時の縦断的

調査―，日本看護学教育学会　第７６回学術集会，埼玉，

７５６６３8 

その他

岩井 惠子：基礎・成人・老年看護学実習，大阪府保

健師助産師看護師実習指導者講習会，大阪府看護協会 

ナーシングアート大阪，７５６６３7

岩井 惠子：基礎・成人・老年看護学実習，大阪府保

健師助産師看護師実習指導者講習会，大阪府看護協会 

ナーシングアート大阪，７５６６３６５

大橋純子：コーチング―保健指導でどう活かすか―，上

京保健センター　職員スキルアップ研修会，京都市上京

区，７５６７３６

大橋純子：メディカルコーチング―これからの健康づ

くり―，上京保健センター　健康教育，京都市上京区，

７５６７３７

大橋純子：育児支援とコーチング，北保健センター　保

健師学習会，京都市北区，７５６７３７

大橋純子：コーチング＆ティーチング，大阪労災病院　

新人教育担当者院内認定プログラム＆師長補佐育成プロ

グラム研修会，堺市北区，７５６７３3

中納美智保，辻　幸代，松下直子：後頚部への湿性温

罨法のリラクセーション効果―自律神経活動とコル

チゾールの影響―科学研究補助金（基盤研究（ｃ））

（６５34７７7６），平成７７年度～ ７4年度

辻　 幸 代， 中 納 美 智 保： 看 護 ケ ア に 応 用 可 能 な

Acきpおeかかきおe（ツボ刺激）の解明と教育プログラム開発，

科学研究補助金（挑戦的萌芽研究）（７７659397），平成

７７年度～ ７4年度

石野レイ子：看護研究の基礎，大阪府立泉州救命救急セ

ンター，泉佐野市，７５６６３7３６７

石野レイ子：看護研究のクリティーク，大阪府立泉州救

命救急センター，泉佐野市，７５６７３７３７8，3３6

石野レイ子，岩井恵子，伊井みず穂，吉田宗平，五十

嵐純，相澤慎太：成人の運動習慣を継続するための支

援モデルの開発，科学研究補助金（挑戦的萌芽研究）

（７366５５5６），平成７3年度～ ７5年度
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Ⅰ．動物実験に関する組織

機関長 職名　学長　　　　　　　　氏名　吉益　文夫

事務担当者 職名　学務係　　　　　　　氏名　松尾　沙矢香

　同　連絡先 TEL 072-453-8251 FAX　072-453-0276
e-mail

maがsきo@kansai.ac.jp

動物実験委員会

委員長
職名　教授　　　　　　　　氏名　樫葉　均

　同　委員 職名　教授　　　　　　　　氏名　中峯　寛和

　同　委員 職名　教授　　　　　　　　氏名　吉田　仁志

　同　委員 職名　准教授　　　　　　　氏名　大西　基代

　同　委員 職名　講師　　　　　　　　氏名　深澤　洋滋

委員の数に応じて、表の行を増やしてください。

Ⅱ．機関における動物実験の概要

１．動物実験を行う主たる研究分野

　　　　■　医歯薬学分野　　　　　　　　　□　畜産・獣医学分野

　　　　□　生物科学分野　　　　　　　　　□　理工学分野

　　　　□　その他（　　　　　　　　　　）

２．年度ごとに使用した実験動物の種類と概数

動　物　種
概　　　　数

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

マウス 121 100 134 67

ラット 64 18 457 709

ウシガエル 6 0 0 6

動物種の数に応じて、表の行を増やしてください。

３．年度ごとの承認された動物実験計画数

動物実験計画数
平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

16件 12件 10件 9件

４．年度ごとの動物実験に関する教育訓練の受講者数

教育訓練受講者数
平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

4人 8人 8人 6人
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５．実験動物飼養保管施設の現況

施設の名称 管理者の職・氏名
実験動物管理者の職・氏名

（関連資格・経験年数）
動物種

最大飼養頭数

（概数）

動物実験センター 教授・樫葉均 （空席）

マウス

ラット

食用カエル

120

60

3

飼養保管施設の数に応じて、表の行を増やしてください。

６．特記事項

　（動物実験に関連した、機関の特徴や特殊事情）

実験動物管理者について

　本学の「動物実験規定」において、動物実験センター主任が実験動物管理者の任に当たることが定められて

いる。実験動物管理者は獣医の資格を有する者、もしくはこれに準ずる者が適切であると考えられるが、本学

にはこれに相当する者がいない。今後、動物実験委員会ではこの問題について検討し是正したい。

特殊事情

　本学における動物飼養施設は動物実験センター、１施設のみである。ここ数年、年間当たりの実験計画数は

10件程度であり、使用する年間の動物数は1000匹にも満たない。このような小さい規模の施設なので、専任の

職員等はいないし、今後採用されることもないと考えている。これまで、実験動物の搬入、飼養、保管に関し

ては、それぞれの動物実験責任者（動物実験計画書を提出した者）が責任を持って行うこととし、これを動物

実験センター長が管理してきたところである。このような実験を行う者とそれを管理する者はお互いの立場を

思いやり、良好な関係を築いてきた。お互いが協力し合うこのような関係は、将来にわたって維持・発展させ

たいと考えている。
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Ⅰ．規程及び体制等の整備状況

１．機関内規程

１）評価結果

　　　■　基本指針に適合する機関内規程が定められている。

　　　□　機関内規程は定められているが、一部に改善すべき点がある。

　　　□　機関内規程が定められていない。

２）自己点検の対象とした資料

　　　「動物実験規程」

　　　「動物実験センター規程」

　　　「動物実験委員会規程」

３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。）

　本学は、文部科学省が策定した「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」等に則し機関

内規定を適正に定めている

４）改善の方針、達成予定時期

　特に改善すべき点は無いと考えている。

２．動物実験委員会

１）評価結果

　　　■　基本指針に適合する動物実験委員会が置かれている。

　　　□　動物実験委員会は置かれているが、一部に改善すべき点がある。

　　　□　動物実験委員会は置かれていない。

２）自己点検の対象とした資料

　　　「動物実験委員会規程」

３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。）

　「動物実験委員会規程」に則し、本学は動物実験委員会（委員長含め全５名）を適正に設置している。

４）改善の方針、達成予定時期

　特に改善すべき点は無いと考えている。
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３．動物実験の実施体制

（動物実験計画書の立案、審査、承認、結果報告の実施体制が定められているか？）

１）評価結果

　　　■　基本指針に適合し、動物実験の実施体制が定められている。

　　　□　動物実験の実施体制が定められているが、一部に改善すべき点がある。

　　　□　動物実験の実施体制が定められていない。

２）自己点検の対象とした資料

　　　「動物実験規程」

３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。）

　「動物実験規程」において動物実験計画書の立案、審査、承認、結果報告等の手続きが定められている。

それぞれの書類の様式も整えられており、動物実験の実施体制が適正に整備されている。

４）改善の方針、達成予定時期

　特に改善すべき点は無いと考えている。

４．安全管理に注意を要する動物実験の実施体制

（遺伝子組換え動物実験、感染動物実験等の実施体制が定められているか？）

１）評価結果

■　基本指針に適合し、安全管理に注意を要する動物実験の実施体制が定められている。

□　安全管理に注意を要する動物実験の実施体制が定められているが、一部に改善すべき点がある。

□　安全管理に注意を要する動物実験の実施体制が定められていない。

□　該当する動物実験は、行われていない。

２）自己点検の対象とした資料

　　　「遺伝子組換え実験等安全管理規程」

３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。）

　本学は「遺伝子組換え実験等安全管理規程」により、遺伝子組換え実験等安全委員会を設置し、遺伝子組

換え動物実験、感染動物実験等の実施体制を整えている。

４）改善の方針、達成予定時期

　特に改善すべき点は無いと考えている。
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５．実験動物の飼養保管の体制

　（機関内における実験動物の飼養保管施設が把握され、各施設に実験動物管理者が置かれているか？）

１）評価結果

　　　□　基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正な飼養保管の体制である。

　　　■　概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

　　　□　多くの改善すべき問題がある。

２）自己点検の対象とした資料

　　　「動物実験規程」

　　　「動物実験センター規程」

３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。）

　本学における使用保管施設は「実験動物センター」１施設のみで、これ以外の施設等で実験動物は飼養さ

れていない。「動物実験規程」により管理者は「センター長」と定められている。実験動物管理者は「セン

ター主任」がこれにあたることが定められているが、現在のところ、空席のままである。よってこれを改善

する必要がある。これまで、実験動物の搬入、飼養、保管に関しては、それぞれの動物実験責任者（動物実

験計画書を提出した者）が責任を持って行うこととし、これを動物実験センター長が管理してきたところで

ある。

４）改善の方針、達成予定時期

　実験動物管理者は獣医の資格を有する者、もしくはこれに準ずる者が適切であると考えられるが、本学に

はこれに相当する者がいない。今後、動物実験委員会ではこの問題について検討し、速やかに是正したい。

６．その他

（動物実験の実施体制において、特記すべき取り組み及びその点検・評価結果）

　特に記載事項はありません。

Ⅱ．実施状況

１．動物実験委員会

　（動物実験委員会は、機関内規程に定めた機能を果たしているか？）

１）評価結果

　　　■　基本指針に適合し、適正に機能している。

　　　□　概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

　　　□　多くの改善すべき問題がある。
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２）自己点検の対象とした資料

　　　動物実験委員会議事録

　　　動物実験委員会に提出された以下の資料

　　　動物実験計画承認申請書

　　　動物実験計画書

　　　動物実験実施報告書

　　　動物実験センター利用者講習会資料

　　　自己点検報告書・評価報告書（本報告書）および現況調査票

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。）

　　　①動物実験計画の審査を行っている。

　　　②動物実験計画の立案に関して、助言・指導を行っている。

　　　③動物実験センターの管理・保管を行っている。

　　　④動物実験センター利用者講習会（教育訓練を含む）を開催している。

　　　⑤動物実験に関する自己点検報告書・評価報告書および動物実験に関する現況調査票を作成している。

　　　⑥その他、動物実験の適正な実施のために必要な活動を行っている。

　　　　（以上、これらの主な活動は議事録に記載されている。）

４）改善の方針、達成予定時期

　　　特に改善すべき点は無いと考えている。

２．動物実験の実施状況

　（動物実験計画書の立案、審査、承認、結果報告が実施されているか？）

１）評価結果

　　　■　基本指針に適合し、適正に動物実験が実施されている。

　　　□　概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

　　　□　多くの改善すべき問題がある。

２）自己点検の対象とした資料

　　　動物実験委員会議事録

　　　動物実験委員会に提出された以下の資料

　　　動物実験計画承認申請書

　　　動物実験計画書

　　　動物実験実施報告書

３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。）

　　　①平成22年度、動物実験委員会に提出された「動物実験計画書」は計1５件であり、審査の結果、９件が

承認されている。

　　　②そのうち７件の「動物実験実施報告書」が提出されている（残り２件の実験計画については、実験終了

期日が平成23年度末となっている）。

　　　③実験計画の立案についても適宜指導を行っている。
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４）改善の方針、達成予定時期

　特に改善すべき点は無いと考えている。

３．安全管理を要する動物実験の実施状況

　（当該実験が安全に実施されているか？）

１）評価結果

　　　■　基本指針に適合し、当該実験が適正に実施されている。

　　　□　概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

　　　□　多くの改善すべき問題がある。

　　　□　該当する動物実験は、行われていない。

２）自己点検の対象とした資料

　　　動物実験実施報告書

　　　遺伝子組換え実験等安全管理規程

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。）

　動物実験委員会は動物実験計画の審査の段階で、危険性を有する薬剤の使用や実験実施者の健康管理等

について注意を喚起し、実験の実施についても安全管理に努めている。これまで、実験による事故や健康

被害についての報告は受けていない。

　本学では、「動物実験規定」とは別に「遺伝子組換え実験等安全管理規程」を定めており、遺伝子組み換

え動物を取り扱いに関しては、この規定に基づき遺伝子組換え実験等安全管理委員会の審査を経なければ

ならない。遺伝子組み換え動物の拡散防止については、両委員会が安全確保に努めている。

４）改善の方針、達成予定時期

　特に改善すべき点は無いと考えている。

４．実験動物の飼養保管状況

　（実験動物管理者の活動は適切か？　飼養保管は飼養保管手順書等により適正に実施されているか？）

１）評価結果

　　　□　基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正に実施されている。

　　　■　概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

　　　□　多くの改善すべき問題がある。

２）自己点検の対象とした資料

　　　「動物実験規程」

　　　「動物実験センター、施設利用の手引」
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３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。）

　「動物実験規程」および「動物実験センター、施設利用の手引」において飼養保管手順等が案内されてお

り、これに従って、実験計画を遂行するそれぞれの実験実施者が適正な飼養保管に努めている。

　「Ⅰ－５．実験動物の飼養保管の体制」で述べたように、本学の「動物実験規定」ではセンター主任が

実験動物管理者の任に当たることが定められているが、現在のところ、空席のままである。よって、これ

を改善する必要がある。これまで、実験動物の搬入、飼養、保管に関しては、それぞれの動物実験責任者

（動物実験計画書を提出した者）が責任を持って行うこととし、これを動物実験センター長が管理してきた

ところである。

４）改善の方針、達成予定時期

　実験動物管理者は獣医の資格を有する者、もしくはこれに準ずる資格や技能を有する者が適切であると

考えられるが、本学にはこれに相当する者がいない。今後、動物実験委員会ではこの問題について検討し、

早急に是正する。

５．施設等の維持管理の状況

　（機関内の飼養保管施設は適正な維持管理が実施されているか？　修理等の必要な施設や設備に、改善計画は立て

られているか?）

１）評価結果

　　　□　基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正に維持管理されている。

　　　■　概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

　　　□　多くの改善すべき問題がある。

２）自己点検の対象とした資料

　　　備品チェックリスト（大学事務局・総務課）

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。）

　動物実験センターにおける備品等のチェックは、毎年、行っている。空調等に関わる設備についても定

期的な点検が実施されており、不具合や故障が発生した場合はその都度対処している。現状において、修

理等の必要な施設や設備は見当たらないので、改善計画は立てていない。しかしながら、当該センターは

開設されてから二十数年の月日が過ぎている。よって、目に見えないところで老朽化が進行しているもの

と考えられる。

４）改善の方針、達成予定時期

　当該センターの老朽化の問題については、学校法人関西医療学園全体の問題であり、将来構想の一環と

して議論していきたい。現状において、実験動物の安全な使用保管等が出来ているので、当面は現状のま

まで使用する。
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６．教育訓練の実施状況

　（実験動物管理者、動物実験実施者、飼養者等に対する教育訓練を実施しているか？）

１）評価結果

　　　□　基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正に実施されている。

　　　■　概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

　　　□　多くの改善すべき問題がある。

２）自己点検の対象とした資料

　　　「動物実験センター、施設利用の手引」

　　　動物実験センター利用者講習会資料

　　　「実験動物購入申請書」

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。）

　毎年、教育訓練を含む動物実験センター利用者講習会を開催しており、受講者には「センター登録番号」

を発行している。講師は動物実験センター長（教授・樫葉均）が務めている。しかしながら、実験動物管

理者は上で述べたように空席のままでる。

　これまで実験動物の搬入、飼養、保管に関しては、それぞれの動物実験責任者（動物実験計画書を提出

した者）が責任を持って行うこととし、これを動物実験センター長が管理してきたところである。実験動

物の購入や飼養期間等については、実験実施者があらかじめ動物実験センター長に、その都度、「実験動物

購入申請書」を提出することになっている。

４）改善の方針、達成予定時期

　今後、動物実験委員会ではこの問題について検討し、改善する。

７．自己点検・評価、情報公開

　（基本指針への適合性に関する自己点検・評価、関連事項の情報公開を実施しているか？）

１）評価結果

　　　□　基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正に実施されている。

　　　■　概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

　　　□　多くの改善すべき問題がある。

２）自己点検の対象とした資料

　　　「動物実験に関する自己点検報告書・評価報告書」（本報告書）

　　　「動物実験に関する現況調査票」

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。）

　「動物実験に関する自己点検報告書・評価報告書」および「動物実験に関する現況調査票」は作成されて

おり、これを裏付ける基本的な資料も揃っている。これらの報告書については、情報公開したいと考えて

いる。
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４）改善の方針、達成予定時期

　動物実験委員会では、「どのような形で情報公開するのか？」を検討し、行動に移していきたい。

８．その他

　（動物実験の実施状況において、機関特有の点検・評価事項及びその結果）

　本学における動物飼養施設は動物実験センター、１施設のみである。ここ数年、年間当たりの実験計画数は

1５件程度であり、使用する年間の動物数は1５５５匹にも満たない。このような小さい規模の施設なので、専任の

職員等はいないし、今後採用されることもないと考えている。これまで、実験動物の搬入、飼養、保管に関して

は、それぞれの動物実験責任者（動物実験計画書を提出した者）が責任を持って行うこととし、これを動物実験

センター長が管理してきたところである。このような実験を行う者とそれを管理する者はお互いの立場を思いや

り、良好な関係を築いてきた。お互いが協力し合うこのような関係は、将来にわたって維持・発展させたいと考

えている。


