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経絡按摩研究会の目的

人間の生命は六臓六腑から発生する気血が、経絡を通じて全身を巡ることによって営

まれている。

従って当会の按摩術は臓腑経絡説を基本理論として、十二正経と奇経八脈を重視した

手技を行い、整体は関節運動法を研究する会である。

按摩の効果は気血に作用するものであるから機械や道具を使わず、手だけを用いて治

療する技術を研究する。

【治療・研究の心構え】

『私は心を込めて治療します』

令和4年度 《鍼・温灸＆経絡按摩・関節運動法基礎科講習会のご案内》

●講習内容

◎ 鍼・温灸講習会

時間：午前10～12時
受講費用：３９，６００円 (ノート、ＤＶＤ教材、鍼、温灸を含む)

◎ 経絡按摩・関節運動法

按摩実技（全身按摩と症状別按摩）

関節運動法(関節運動学的アプローチ・ＡＫＡに経絡を応用した整体)
時間：午後1時～5時
受講費用：９８，３００円

（２種類のノート、ＤＶＤ教材、機関誌・経絡按摩、修了証、

新発売の血圧・血糖値のDVD2巻、関節運動法・本を含む）

●期間 令和4年4月～令和5年3月（11回）8月は休講

●会場 連合会館501号室（千代田区神田駿河台3‐2‐11）
地下鉄千代田線 新御茶水駅0分（出口B3）

●定員 40名
●資格 按摩マッサージ指圧師免許、柔道整復師免許有資格者および

鍼灸師（東洋医学校生可）
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1 鍼灸治療

肩関節痛の改善 左肩髃穴の痛み（図1）

女性 53歳

1. 診断

〔坐位〕

左上肢を横水平位置まで外転すると、大腸経・

肩髃穴に痛みが起こった。

2. 治療

筆者の肩に患者の腕を乗せて肩関節外転位を保つ。

① 1寸3分・0番鍼で刺鍼して左右に回旋し、抜き差しを行って響き的な感覚を発生さ

せた。（図2）
置鍼して温灸を行った。（図3）

② 置鍼したまま、筆者が外転他動運動を行った。

強く響いたが、我慢させて行った。（図4）
③ 置鍼したまま患者に外転させ、それに筆者が

抵抗を加えた。

最初、痛みが起こったが、3回繰り返して行うと

痛みが軽減した。

〔左上側臥位〕

肩関節痛の原因となっているツボを調べるために側臥位になって、背腰部の膀胱経2行
線に診断按摩を行った。

最も圧痛があったのは志室穴であった。

志室穴を指圧しながら患者さんに肩を外転させると、痛みが軽減して外転の関節可動域

が拡大した。

1寸6分・0番鍼で刺入して回旋・抜き刺しを1分ほど行うと、肩の疼痛部位にジーン

とした感覚が起こった。

終わって坐位になり、左肩を外転させると160度くらい外転することができた。
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2 鍼灸・臨床発表

① 足指先の井穴のツボに円皮鍼を貼り続けたところ、

爪が伸びた。女性 44歳

痩せる治療として脾経の井穴・隠白穴に0.3㎜の円皮針

を貼り続けていた。（図参照）

足の母趾の爪が伸びるのが早いことに気が付いた。

しかし肝経の井穴・大敦穴の方が「爪は筋の余り、肝は

筋を主る」ということで、伸びるのではないかと考えら

れる。

爪のあらゆる症状は井穴に円皮鍼、あるいは粒状の突起物を貼り続けると改善する可能

性がある。

② 胆経・光明穴で二日酔いが改善した。女性 55歳

バーのママさんである。

「昨年の年末と今年の年始、お客さんがドッと戻ってきてくれて忙しかった。二日酔い

です」という。

「足の外側がジンジンするのですが、飲みすぎと関係あるのですか」と聞く。

筆者「ありますね。このツボは胆経の光明（図1）というツボです。胆経にはその陰の

臓の肝、つまり肝臓の弱りが現れます」

患者さんの手の四指で右上腹部、胆経募穴・日月穴（図2）を圧迫させると圧痛があっ

た。

筆者が光明穴を持続圧してもう一度、日月穴を圧迫すると圧痛が軽減した。

また肝経の蟸溝穴（図3）に圧痛があったので、この2穴を持続圧すると、「頭がスッキ

リして二日酔いが治りそうです」という。使用鍼はディスポの1寸3分・0番鍼である。

光明穴には直刺で刺鍼して回旋・抜き差しし、蟸溝穴には横指で刺鍼して示指で圧迫し

て中国式撚鍼を行った。（図4）
指圧の時から腹が鳴りっぱなしであった。

腹臥位になって背部の肝胆のツボを調べると、右側の魂

門穴に激痛があった。

刺鍼して回旋・抜き差しすると「胃がスッキリとして、

また飲みたい感じになりました」という。

終わって「これでお客さんが何人来ても大丈夫です」と
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言って帰った。
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3 アトピー性皮膚炎の鍼温灸治療

➀ 足の腎経・太渓穴の湿疹の改善

（図1）アトピー性皮膚炎 治療前

患者さんは、塩せんべいが大好きである。他、ポテトチップスなど塩辛い物はなんでも

好きである。

〔腹臥位〕

① ビワ葉を3㎝大に四角く切って皮膚炎の肌に

当て、その上から火の付いた線香を押し当ててチ

クンチクンと熱感を与える。（図2）

② ディスポ中国鍼（長さ、25㎜、直径 0.25㎜
φ）の鍼先を1～2㎜出して、つまんで持つ。

鍼先をリズミカルに皮膚に接触させて、チクンチ

クンと気持ちよい刺激を感じさせる。（図3）

③ 温灸で温める。（図4）
この 3種類の手技を行うと腹鳴の起こることが

多い。

胃、小腸、大腸の弱りが改善される反応である。

治療の夜、皮膚の落屑が多い。

熟睡できるので、痒みを感じることがない。

●皮膚炎の改善は、次号で改善を発表する。
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4 痩せる耳の鍼

田中流痩せる耳のツボの治療で味が変わる

アイスクリ－ムを食べて、脾のツボを治療した。女性 42歳

〔背臥位〕

① 耳のツボ（図1）に円皮針を貼って線香灸で温めた

アイスクリームは甘い味で、脾に関係が深い。

脾経募穴・章門穴を圧迫すると左側に圧痛が強かった。

左右の耳のツボに円皮鍼を貼って、その上から指圧しながら

章門穴を圧迫すると圧痛が軽減した。（図2）
円皮鍼の上から火を付けた線香を近づけて温めた。（図3）

（図2） （図3）
② 足の脾経の井穴・隠白穴に直径0.3㎜φの円皮針を貼った。（図4）

③ 円皮鍼を軽く指圧しながら、下腿、脾経のツボに四指圧迫と四指揉捏を行った。（図

5）

（図4） （図5）
〔腹臥位〕

背部の脾、胃のツボで最も硬結・圧痛のあるツボ

を調べると、左意舎穴と左胃倉穴であった。この

ツボを意舎穴は右手の母指で指圧し、胃倉穴は左

手の母指で同時に指圧した。

（図6）
終わってアイスクリ―ムを食べて味の変化を確

かめた。

甘味が薄くなって、生クリームの旨味が感じなく、牛乳だけの味になった。
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5経絡按摩 右肩関節の痛みの改善

男性 52歳。右大腸経・肩髃穴（図1）の痛み

（患者は男性であるが図は女性）

3か月ほど前から痛みだして、最近は寝ていて朝方に痛

みが起こる。

今まで、朝は食事をする前に排便があったのが、なく

なった。

坐位で右上肢を外転させると、100度くらいで痛みが起

こった。

〔右上側臥位〕

右大腸経募穴・天枢穴を圧迫すると圧痛があった。

肩髃穴を持続圧しながら天枢穴を圧迫すると、天枢穴の

圧痛が軽減した。（図2）
排便の不調が大腸の弱りとなって、天枢穴と肩髃穴に痛

みを現わしていると判断した。

肩関節を100度に外転して痛みを誘発した状態で、肩髃穴に指圧と揉捏を行った。（図3）
上肢の大腸経で圧痛があった手三里穴を四指で圧迫しながら、肩髃穴を指圧すると圧痛が軽

減して強く指圧することができた。（図4）

（図3） （図4）
揉む手を離して肩関節を外転すると、診断の時よりも外転できて、110度くらいであった。

〔腹臥位〕

頸部、肩甲間部、背腰部に診断按摩を行って、肩関節痛の原因になっているツボを調べた。

肩部：胆経・肩井穴、肩甲間部：膀胱経・魄戸穴、背部：膀胱経・意舎穴、腰部：膀胱経・

志室穴であった。（図5）
肩関節を外転して肩に痛みを誘発した状態で、これらのツボを指圧して最も圧痛が軽減する

ツボを調べた。

魄戸穴と志室穴であった。

志室穴に重ね母指で持続圧を行うと、肩の疼痛部位にかえって痛みが強くなる感じで響いた。

（図6）
5分間ほど行うと、響きの感覚が弱まったので終了した。
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魄戸穴にも持続圧を行った。

肩の疼痛部位に響いたが、志室ほどではなかった。

頭頂部、百会穴の右ずらし圧を行った。（図7）
腹臥位で右上肢を上方に引っ張って痛みを誘発した状態で、肩髃穴を指圧・揉捏を行っ

た。（図8）

（図7） （図8）
150度くらい外転することができた。

〔坐位〕

上肢を外転させると、150度くらい外転できた。

食事なアドバイスとして野菜を多く食べるように説明した。

3日後に治療にかかった。

前回の治療の後、睡眠中に肩が痛くなることはなかった。

大便は朝、食事前には出ていないが排便の量が多くなった。

肩が上がるようになったので、嬉しくなって自分で何度も上げる練習をしている。
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6経絡按摩・臨床発表

① 痔の痛みの軽減 妊娠6か月。女性 33歳

「痔は肛門の左右、どちら側に痛みがあるか分かりますか」と聞くと、「どちらかという

と右側です。お腹が大きくなって、以前からあっ

た痛みが強くなりました」という。

〔右上側臥位〕

右上側臥位になって両膝の間にクッションを入

れた。

肛門を締め付けるように行わせて痛みを再現し

た。

仙骨部で圧痛があった右下髎穴を重ね母指で指

圧して、もう一度、肛門を締め付けるように行わ

せると痛みが軽減した。（図1）
1分間の持続圧を5回行って、肛門を締め付ける

ようにすると痛みが軽減していた。

痔の発生の根本的な原因は腎の弱りである。腎兪

穴を指圧して調べると硬結があった。腎兪穴にも

重ね母指で持続圧を行った。

頭頂部、督脈・百会穴を垂直圧して、次に右ずら

し持続圧を行った。（図2）
これも肛門を締め付けて痛みを確認してから、ずらし圧を行うと痛みが軽減することが

分かった。反対側の側臥位になって同様に行った。

終わって、お尻が軽くなった感じがしますと言って帰った。

② 右の踵を持続圧すると膀胱経募穴・中極穴に響いた。女性 42歳

患者：「10日前に膀胱炎になって、抗生物質を飲んで治ったのですが、その時に右の踵

が痛くなりました」という。それは踵の右寄りの部位であった。（図1）
腹臥位で左右の踵のツボを同時に指圧すると、右側に圧痛があった。

重ね母指で持続圧すると下腹部の膀胱経募穴・中極穴（図2）に、鈍い痛みの感覚で響

いた。3分間ほど持続圧を行うと響かなくなった。

発表されている足のツボの説明では、膀胱に関係が深いツボは踵の内側部で、正穴の然

谷穴に近いところか照海穴の下方である。今回は患者さんが治療穴を教えてくれた症例

であった。

（図1） （図2）
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7 関節運動法 左肩関節の痛みの改善

左肺経・烏口突起部の痛み（図1）男性 58歳
（患者は男性であるが図は女性）

肩関節を外転して水平屈曲し、90度の位置（体

の正面）にすると烏口突起部に痛みが起こる。

この部位は経絡で肺経である。

〔左上背臥位〕

(1) 仙腸関節の関節運動法

上部離開法を行った後、前屈の手技である前屈

上方滑り法と後屈上方滑り法、後屈の手技である後屈上方滑り法と後屈下方滑り法を行

って、最も響き的な感覚が強い手技を調べると前屈上方滑り法であった。

この手技を響き的な感覚が起こらなくなるまで、1分間行った。（図2）
(2) 脊椎椎間関節の関節運動法

① 腰椎と下部胸椎の関節運動法

第5腰椎から第9胸椎まで逆捻転を行って響き的な感覚が強い関節を調べた。

関元兪穴の位置する腰椎5/仙骨と脾兪穴の位置する胸椎11/12椎間関節であった。

肩関節を水平屈曲して烏口突起に痛みを誘発した状態で、腰椎5/仙骨の逆捻転を行うと

烏口突起部の痛みが軽減した。（図3）

（図2） （図3）
② 胸椎3/4椎間関節の関節運動法

第5胸椎棘突起の下から第1胸椎棘突起の下まで棘突起間を触診して詰まりと圧痛を調

べると、胸椎3/4椎間関節であった。

胸椎3/4椎間関節の片手で行う逆滑り法（図4）を行って、逆捻転（図5）を行った。

（図4） （図5）
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胸椎3/4椎間関節の片手で行う順滑り法（図6）を行って、順捻転（図7）を行った。

（図6） （図7）
肩関節の水平屈曲は逆滑り法と逆捻転で改善することが多いので、この手技を響き的な

感覚が起こらなくなるまで行った。

側臥位で肩関節を水平屈曲すると腰椎5/仙骨に逆捻転を行った時よりも、さらに屈曲す

ることができた。

〔背臥位〕

(3) 肩関節の水平屈曲と凸滑り法

上腕骨頭の前部に四指を当て、背部に圧迫しながら上肢を胸側に押して水平屈曲を行っ

た。（図8）
最初、痛みが起こったが5回行うと痛みは少なくなった。

(4) 母指の関節運動法

肺経は母指に巡っている。

肩関節を水平屈曲して痛みを誘発し、母指の基節骨底部に示指、末節骨底部に中指を当

てて掌側に強く圧迫した。（図9）

（図8） （図9）
(5) 後頭骨/環椎関節の右風池穴の離開法

肩関節の痛みはかなり改善したので、患者さんの右

手で左上腕を右側に引いて痛みを誘発した状態で

行った。（図10）痛みが軽減するまで、1分間の手

技を2回行った。

終わって坐位になり、肩関節を水平屈曲すると、ほ

とんど正常な角度である135度まで行うことがで
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きた。
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8 関節運動法・臨床発表

① 右膝内側部、脾経・内膝眼穴（図1）の腫れ痛みが、脾兪穴の位置する胸椎11/12椎
間関節（図2）の逆捻転で響いて改善した。女性 58歳

（図1） （図2）
脾兪穴の位置を正確に調べるために、第5腰椎棘突起

の下から数えて第11棘突起を確かめた。

胸椎11/12棘突起間の横に手根の豆状骨を当てて逆捻

転を行い、その感覚を1として覚えてもらった。

次に最初の位置よりも1㎝上方に行って、その感覚を

2、さらに最初よりも1㎝下方に行って3として感覚

を比較すると、強く感じたのは2であった。

この部位に豆状骨を当てて強い力で逆捻転を行った。（図3）
1分ほどたった時、内膝眼穴に冷たい感覚が起こった。響きの感覚として、普通は温か

く感じることが多いのだが、冷たく感じた。この感覚が起こらなくなるまで7分間、行

った。冷たい感覚が薄らいだ。治療を終了して背臥位になり、内膝眼穴を指圧すると圧

痛は40～50％減少していた。同様の治療を5日、連続、5回行った。

3回目から、膝関節の関節運動法を加えた。

離開法と滑り法を行って、膝蓋・大腿関節の屈曲・伸展と凹滑り法を行った。

膝蓋骨を足方に圧迫しながら膝関節を屈曲する。（図4）
膝蓋骨を頭方に圧迫しながら膝関節を伸展する。

最大伸展と最大屈曲の凹滑り法を行った。

最大屈曲と凹滑り法（図5）
最大伸展と凹滑り法

（図4） （図5）
5日間、連続治療して腫れと痛みは90％程度改善した。
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9 経絡と色の研究

心包経と三焦経の色による実験

五行の色体表の五色（ごしき）では、心包経と三焦経は

説明されていない。

筆者が心包経の中指掌側ラインと三焦経の薬指背側ラ

インに5色のテープを貼ってOリングテストが強くな

るテストを繰り返し行った。

心包経は赤色で強くなり、三焦経は黒色で強くなった。

心包経の赤に対して、陽経は陰経の色と同じ色で強くな

るのだが、三焦経は黒であった。

また心包経の赤に対して相克の黒、三焦経の黒に対して相克の黄色を貼ると、Oリング

テストが弱くなることで確かめられた。

実験

心包経に赤色のテープを貼ってOリングテストを行うと、つまむ筋力が強くなる。

（図2）
中指を背屈すると、背屈の力が強くなる。（図3）

（図2） （図3）
三焦経に黒色のテープを貼ってOリングテストを行うと、つまむ筋力が強くなる。

（図4）
薬指を背屈すると、背屈の力が強くなる。（図5）

（図4） （図5）
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10 美容治療

顎が左にずれている症状を改善する按摩と矯正。

治療前 顎が左にずれている。（図1） 20分治療後、少し改善（図2）
女性 52歳
〔背臥位〕

顎は中学生のころ、15歳くらいからずれていたという。

顎を右側に寄せると、右顎関節に痛みが起こる。

顎関節部には胃経が流注している。胃経上の症状はその陰の脾の弱りをから起こってい

ることが多い。

(1) 右手の母指と中指で右足の胃経・陥谷穴と脾経・公孫穴を2穴持続圧する。同時に

左手で胃経・足三里穴と脾経・陰陵泉穴の2穴を持続圧する。

胃経と脾経で圧痛がある4穴を同時に持続圧すると、胃経と脾経に気をめぐらせること

ができて、顎関節の痛みを改善することができる。

筆者が4穴持続圧しながら（図3）患者さんに顎を右に寄せさせると（図4）、痛みが軽

減して寄せることができた。

（図3） （図4）
1分間、持続圧を行って、顎を右に寄せると、痛みが軽減していた。

治療前と後を比較すると、顎が少し右によって左側のホウレイ線が浅くなった。

●按摩と整体による治療は次号で説明する

(2) 顎関節部の按摩（揉捏と指圧）

① 歯を強くかみしめさせて、硬くなった咬筋部に四指揉捏と四指圧迫を行う。

② 口を開けて顎を右に寄せさせて、右顎関節部の疼痛部位を揉捏と圧迫を行う。

③ 口を開けて顎を右に寄せさせて、筆者は右顎を頭方に圧迫し、左顎を足方に圧迫する。

④ 腹臥位 脾兪穴、胃兪穴の指圧。
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11 ツボの研究

① 心臓が胃に降りてきた。女性46歳

圧痛があった右足三里穴を重ね母指で持続圧

したところ、胃のところがドキドキして心臓

が降りてきた感じになった。

胃への動脈の流れが良くなったものと思われ

る。

② 右湧泉穴を持続圧したところ、右大腿外側

部、胆経・風市穴に響いた。

男性 48歳

腎経のツボである湧泉穴を持続圧して、風市

穴に響くことは少ない。

しかし腰部の志室穴を持続圧して、風市穴に

響くことはある。

腎のツボを治療すると、最初に腎経の経絡を

巡って、次に他の足の5つの経絡に気をめぐ

らせるので、気の巡りの悪いところが感じるのではないかと推測される。

③ 太衝穴を指圧すると、反対側の目に響いた。

女性 44歳

背臥位

圧痛があった右足背部、肝経・太衝穴を指圧

したところ、左目にジーンとした感覚が起こ

った。

次に左太衝穴を指圧すると、右目がジーンと

した。

ほとんどの例で下肢のツボは顔面部の同側に

響きが起こることが多いのだが、反対側に響

きが起こった。
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12 臨床メモ

① 毎年、11月頃になって寒くなると、後頭部が痛くなる。男性 58歳

患者：「体に寒さを感じる季節になると、この数年来、頭痛が起こるようになった。

クモ膜下出血になるのかなと思って、調べたが何もなかった。先生、何なんでしょうね」

筆者：「後頭部は経絡で膀胱経が通っています。足の踵やふくらはぎの部分は膀胱経です。

ここが冷えると後頭部に経絡の気が巡らなくなるので、痛みが起こります。しかし膀胱

の陽に対してその陰は腎です。腎が弱ると膀胱と膀胱経を温めることができなくなって

症状が起こります。根本は腎の弱りです」

患者：「腎の弱りは、どうすればいいんですか」

筆者：「塩分が多い物を食べると腎が弱るのは誰でも知っていると思います。塩分も昔は

塩だけで野菜や魚を漬けたけれど、今は油とミックスして摂っています。塩分がマイル

ドになって美味しく感じます」

患者：「私は中華料理が好きですが、だめですか」

筆者：「だめではないですが半分の量にして、塩と油を使わない味付けで野菜を多くすれ

ばいいと思います。」

② 風呂から上がっても、アキレス腱部が冷えているのが分かる。女性 52歳

患者：「お風呂から上がってパジャマを着て居間に来ると、もうアキレス腱部が冷えるの

が分かります。母も昔、同じようなことを言っていたと思います。

こういうことって遺伝するのでしょうか。」

筆者：「腎は確かに強い、弱いが体質として似ることがあります。それ以上に食べ物で腎

を弱らせる同じ物を食べると、同じ症状が起こると思います」

③ 肝兪穴の硬結・圧痛はピルが原因であった。女性 30歳代

背腰部を指圧して、右の肝兪穴に硬結・圧痛があった。

「アルコールを飲みますか。」

「あまり飲みません。」

「何かホルモン剤を使っていますか。」

「ピルを飲んでいます。」

ピルをはじめ甲状腺ホルモンや副腎皮質ホルモンを服用している人は、なぜか肝兪穴に

硬結・圧痛がある。

③ 階段を下りる足の運びで、膝の痛みが治ったのが分かった。女性 77歳

当院は外階段の2階である。3か月前から左膝の痛みで鍼治療にかかった。

患者さんが階段を下りるのを見ると、3か月前は手すりにつかまりながら、一段ずつ両

足をそろえて降りていた。

最近は手すりにつかまるが、左右の足を交互に下ろして階段を下りることができるよう

になった。
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13 夢の治療・仮説・疑問・困った話・失敗談・笑い話

● 夢の治療

「先生、独り言を言うのを治せますか」 女性 37歳代

患者さん：「最近、主人が独り言を言うようになったのです。主人が自分の部屋でしゃべ

っているので、携帯で話をしているのかと思ったら独り言を言っているのです。

以前はそんなことはなかったので、最近、おかしいいと思います。

コロナになって在宅勤務でアルコールの量が増えています。どうしたらいいでしょうか」

とっさにはアドバイスが出来なかったが、仕事が終わって考えた。

「言う」ということの症状を中医学の理論で関連づける、五行の「五声」で心に関係が

深いと説明している。

アルコールの飲みすぎで心臓が弱ったとは考えにくいが、心に関係するツボを治療する

と改善するかも知れない。

● 仮説

耳の痩せる鍼の円皮鍼が、右側だけ剝がれやすい。女性 37歳

2度、左右の耳のツボに円皮鍼を貼ったところ、2～3日で右側が剥がれたという。

右の腎に弱りがあって、右耳にアブラ的な分泌物が多いのではないかと思われた。

患者さんに両方の耳を同時に引っ張らせると、右側の耳に痛みを感じた。

筆者が下肢の腎経で圧痛が強かった築賓穴を強く四指圧迫（図1）して、患者さんに右

耳を引っ張らせると（図2）耳の痛みが軽減した。

腎の治療を行えば耳のアブラ的な分泌は改善して、早く剥がれることはなくなると思わ

れる。

（図1） （図2）
● 笑い話

眉間のシワが深くなった。女性 52歳

眉間の縦シワの改善で足の腎経・跗陽穴の激痛を指圧したところ、痛さをこらえて眉間

にシワが寄った。シワを改善するはずの治療が、かえってシワ深くしてしまった。
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14 新技術

心経の霊道・通里・陰郄・神門を他方の手の示指・中指・薬指・小指で同時に指圧する

と、心窩部の心経募穴・巨厥（図1）の圧痛を軽減することができる。

すなわち心臓の弱りを改善することができる。

［指圧の要領］

最初に心窩部の圧痛を確かめる。

4指の指先をそろえて、小指を豆状骨の体幹部の心経・神門穴に当てる。薬指を陰郄穴、

中指を通里穴、示指を霊道穴にあてて強く圧迫しながら、巨厥穴を圧迫して圧痛が軽減

することを確かめる。（図2）
次に4指を当てたまま、1指で1穴ずつ強く指圧して、最も圧痛を感じるツボを重点的

に指圧する。

（図1）巨厥穴 （図2）4穴を指圧して巨厥穴を圧迫

●不安なことが起こると心臓がドキドキするという女性患者さんに教えた。やったとこ

ろドキドキが少なくなった。

巨厥穴
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15 指導員の発表

山口 京士

治療室 東京都中央区 治療室やまと 電話０３－３５４５－８５５２

症例：87歳女性 膝痛と腰痛の関節運動法と鍼温灸による施術

症状など 慢性的な右腰痛があり、半年前から座骨神経痛が現れ、膝から足首まで痛み

やだるさがある。定期的に整形外科で痛み止めの注射を打っていたが、腰痛や座骨神経

痛は改善していない。さらに一ヶ月ほど前からは右膝窩に痛みが現れ、膝にも痛み止め

の注射を打ち始めたが効果は薄く、歩行が辛くなり外出困難のため近所に住む息子さん

より往診の依頼があった。一人暮らしである。生活に必要な身の回りのことは自分で出

来るので、大きな問題はないが、食事の用意が面倒になになって、佃煮や塩辛、煎餅で

済ますことがよくある。

寒がりで手足が冷えていて、湯船で温まりたいが、転倒が怖いのでシャワーで我慢して

いる。便通は2日に1回あるので不快感はない。小便の回数は多い。

診断按摩（ツボは右）

1. 膝部：陰谷に圧痛。

2. 腰部：腎兪に硬結圧痛。持続圧で陰谷に響いた。

外大腸兪に硬結圧痛。持続圧で座骨神経痛の症状と同じふくらはぎの外側へ

響いた。

3. 腹部：京門に圧痛。陰谷や腎兪の持続圧で京門の圧痛が軽減。

天枢に圧迫不快感。外大腸兪の持続圧で天枢の圧迫不快感が軽減。

施術

1. ≪背臥位≫右膝に離開法、前方滑り法、後方滑り法を行った。痛みはなく気持ちが

良いという。

2. ≪右上側臥位≫腎兪と外大腸兪に鍼温灸を行った。指圧と同様に腎兪は陰谷へ、外

大腸兪はふくらはぎ外側へ響いた。響きが半分以下になるまで15分ほど続けた。

経過

週一回の施術を行った。4回目の施術で膝裏の痛みは消失。6回目の施術で座骨神経痛

が毎日ではなく数日間は気にならない程度になった。今後は二週に一回の施術を行う予

定である。

まとめ

圧痛の場所や塩分の摂取、手足の冷えや頻尿等の症状から、腎膀胱が弱り子午流注の関

係で大腸のツボへも症状が波及したと考えられる。

※主訴の部位にしっかり按摩を行い、一番の硬結圧痛を見つけることにより、弱ってい

る臓腑を予想して効果的なツボを探す事が重要である。今回の場合、膝裏へ響いた腎兪

や座骨神経痛の症状と同様の部位に響いた外大腸兪への施術が効いたと考えられる。
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16 講習会員の声

A氏

・鍼温灸

坐骨神経痛の治療で足部の陽蹻脈・申脈穴に1寸・00番鍼を1㎝刺入して、押し手の

示指で圧迫して中国式示指撚鍼を受けた。

すごく効きました。（図1）
これだけで坐骨神経痛が治った感じでした。

また側臥位で股関節屈曲、膝関節伸展、足関節背屈して坐骨神経痛を再現した姿勢で志

室穴に刺鍼されて、坐骨神経痛が出ている腓腹筋外側部、膀胱経・飛揚穴に響いて改善

しました。（図2）

（図1） （図2）
・按摩

胸腹部の肋骨端の取穴が、勉強になりました。

普段、胸腹部は治療しないので、ツボはほとんどわかりません。

経穴を記入したまるシールを貼って取穴して、よくわかりました。（図3）
特に11肋骨端の脾経募穴。章門穴と12肋骨端の腎経募穴・京門穴の位置を覚えられた

のが収穫でした。（図3）

（図3）
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17 編集だより 治療院川柳

◇編集だより◇
機関誌・経絡按摩を読んでお疲れの皆様、治療院川柳で気分をほぐしましょう。

・雪降って ついに仕事が ゼロになり 〔もみもみも〕

・雪降って 暇でやること 詰将棋 〔もみもみも〕

・80歳 雪降る中を 来てくれた 〔揉まれ好き〕

・雪のぞく 何もないから チリトリで 〔揉まれ好き〕

・初仕事 揉んでないので 指痛い 〔受け身2段〕

・オミクロン 茶葉をかじれば 大丈夫 〔強揉み名人〕

・初仕事 片手挿管 やりにくい 〔華陀のひ孫〕

・年賀状 たくさん出した 患者来た 〔ひょっとして〕

・年末に 痛めた腰で 仕事する 〔お大事に〕

・豆まきは コロナは外へ 患者内 〔指導員B〕

・オミクロン 空気感染 防げない 〔鬼滅の鍼〕

・ありがたい 賀状で患者 来てくれた 〔アルパカ次郎〕

・今年こそ 息子に負けず 仕事する 〔おばんです〕

・指先に 治れ治れと 気を込める 〔揉み人知らず〕

・響かせる この一穴に 全集中 〔揉み人知らず〕

・間合い取り その一瞬で リラックス 〔揉み人知らず〕

・診断の あんまで眠る 患者さん 〔揉み人知らず〕

・富岳さん オミクロン株 どうなるの 〔ぱぴぷぺぽ〕

・コロナ減り 眉間のシワが 薄くなる 〔高笑い〕

・極楽さん 入って下さい 我が院に 〔あ～ん〕

◎講習会員の作品でした◎

≪機関誌経絡按摩≫

隔月（奇数月）年間購読料 6冊 3,960円（本体3,600円、税10％、送料別）

１冊 660円（本体600円、税10％、送料別）

編集発行人 田中 勝

発 行 所 もみも出版
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HP：http://www.tanaka-server-shared.com
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