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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３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：３９，５００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：７８，５００円 
   （２種類のノート、ＤＶＤ教材、機関紙・経絡按摩、修了証を含む） 
  ●期間 令和３年４月～令和４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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 按摩治療  

  
痔の症状を軽減できる按摩治療 

中医学で腎の竅は「耳と二陰」であると説明している。 
「竅」とは身体にある九つの穴である。 
二陰とは前陰すなわち尿道口で後陰は肛門である。 
従って痔は腎に関係する硬結・圧痛のあるツボを治療すると、症状を軽減することがで

きる。 
痔の反応としては下腹部、恥骨の上の腎経・横骨穴に圧痛が出ていることが多い。 
痔に響くツボ、あるいは横骨穴の圧痛を軽減できる全身のツボを治療すると、痔の症状

を軽減することができる。 
痔の症状が肛門の左右、どちらかに片寄って出ているかを聞く。 
右側にイボ痔があるとして説明する。               
〔背臥位〕 
（1）腹部の診断 
下腹部、恥骨の上、右腎経・横骨穴の圧痛を確かめる。（図1）                 
〔腹臥位〕 
（2）背腰部の按摩 
① 痔で最も圧痛がある、仙骨部の下髎穴を左右指圧して圧痛を調べる。 
右側に強くあることを確かめ、重ね母指持続圧を行う。（図2） 
② 腰部の腎兪穴、志室穴を左右指圧して硬結・圧痛を調べる。 
右の腎兪穴の硬結・圧痛に重ね母指持続圧を行う。（図3） 
③ 下腿腎経、築賓穴の硬結・圧痛を調べ、母指揉捏と重ね母指持続圧を行う。（図4） 
④ 足底部、腎経・湧泉穴の圧痛を調べ、重ね母指持続圧を行う。（図5） 
〔背臥位〕 
（3）百会穴の後ろずらし圧 
百会穴を垂直に 30 秒間ほど押す。次に母指に圧を加えたまま皮膚がずれない程度に後

方にずらして1分間持続圧を行う。（図6） 
（4）治療効果の判断 
下腹部、腎経・右横骨穴を指圧して圧痛が軽減していることを確かめる。 
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➀ 左膝内側部、肝経・曲泉穴の痛みが背部、魂門穴の持続圧で軽減した。 

女性 48歳。 

姿勢がやや円背である。曲泉穴（図1）は肝経のツボなので肝臓の弱り

を予想した。腹臥位で背腰部に診断按摩を行うと、左魂門穴（図2）に

硬結・圧痛があった。このツボを重ね母指で強く指圧したが、膝の痛み

の部位に響かない。 
そこで左膝を屈曲して筆者が膝で固定し、膝に痛みを出した状態で持

続圧を行うと、痛みが軽減することが分かった。 
1分間の重ね母指持続圧を3回行った。（図3） 
次に膝を屈曲して痛みを出した状態で曲泉穴に母指持続圧を行った。

（図4） 
終わってベッドから降りて膝の屈伸を行うと、普段の痛みに対して半

分程度に改善していた。 

  
② 関元兪穴の重ね母指圧で、足底部の魚の目の部位に響いた。女性 51歳 

〔腹臥位〕 

腰痛という事で、圧痛があった右関元兪穴に重ね母指圧を行った。 

患者「先生、足の裏に響きます」 

筆者「足の裏のどこですか」 

患者「魚の目があるところです」 

見ると右足裏の第 2 趾付け根の裏内庭という部位であった。響きの感覚が薄れるまで 5

分間ほど持続圧を行った。 

響きの感覚があっても魚の目がなくなるわけではないが、歩いて痛みは軽減する可能性

がある。 

1  

         

 関節運動法  

 

● 痔の症状を軽減できる関節運動法 
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痔の原因は腎の弱りであると推測される。 
腎と肛門に関係する関節の機能異常を改善すると痛みを軽減することができる。 
痔がある場合、下腹部の恥骨の上、腎経・横骨穴に圧痛があることが多い。（図1） 
また仙骨下部の膀胱経・下髎穴に必ず激痛がある。 
肛門の右側にイボ痔があって、右横骨穴に圧痛があるとして説明する。 
患者に肛門に力を入れさせて痛みを確認する。 
〔右上側臥位〕 
(1)仙腸関節の関節運動法 
① 前屈の手技である前屈上方滑り法と前屈下方滑り法、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選択する。 
例 右横骨穴を圧迫しながら後屈下方滑り法を行うと圧痛が軽減した。（図2） 
肛門に力を入れて痛みを感じる状態で行うと、痛みが軽減したので仙腸関節部の響き的

な感覚が感じなくなるまで3分間、持続して手技を行った。 
(2)脊椎椎間関節の逆捻転 
第5腰椎棘突起の下から棘突起を一つずつ上がって第2腰椎棘突起の下を調べる。腰椎

2/3 棘突起間の横に手根の豆状骨をあてて逆捻転を行う。この逆捻転の感覚を覚えても

らう。 
この部位の 1cm 上方と 1cm 下方に 3 カ所、逆捻転を行って最も響き的な感覚が強い部

位を調べる。そこが第2腰椎下関節突起部である。ここに逆捻転を強く持続して行う。 
右横骨穴を圧迫しながら行うと圧痛が軽減することが分かる。（図3） 
 

〔背臥位〕 

(1) 足関節のツボ圧迫と離開法 
右足関節部の内側、腎経・大鐘穴と膀胱経・崑崙穴に示指と中指をあてて、他方の手を

重ねる。遠位方向に強く牽引して離開法を行う。（図4） 
(2) 後頭骨/環椎関節の内天柱穴の離開法（図5） 
後頭骨/環椎関節の最も内側部(内天柱穴)は、身体の前側部、後側部の正中線部の器官（痔

など）に関係が深い。 
右側を重点的に行う。肛門に力を入れると痛みが軽減することが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 1  2 

 3  4 

 5   
 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 関節運動法・臨床発表  
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➀ 頸椎7/6椎間関節の滑り法で、のどの痛みが軽減した。女性 39歳 

のどが痛いと言うので、うつ伏せで後頸部の大椎穴の周囲に診断按摩を行った。 
頸椎7/6棘突起間の右外側部の筋に硬結・圧痛があった。（図1） 
第7頸椎棘突起を固定して第6頸椎棘突起を左右から圧迫すると、右側から左側に圧迫

して響き的な感覚が起こった。（図2） 
（図1）                （図2） 

         
この手技を持続して行うと、のどが広がる感じがして気持ちよいという。 
1分間の持続手技を1回行って、反対の手技を15秒行った。 
すなわち第7頸椎を固定して第6頸椎棘突起を左側から右側に圧迫した。 
これを3回行って、飲み込む動作をさせると、のどの痛みが軽減していた。 
 

② 左肩、三角筋外側部の三焦経・臑会穴の痛みが、腰椎2/3椎間関節の逆捻転で響いて

痛みが軽減した。男性 61歳 

肩で三焦経の痛みは、三焦兪穴の位置する腰椎 1/2 椎間関節の機能異常改善で軽減する

ことが多い。 
左上の側臥位で逆捻転を行ったところ、かすかに響いた。 
腰部に診断按摩を行うと、三焦兪穴の下方の腎兪穴に激痛があった。 
このツボが位置する腰椎2/3椎間関節に逆捻転を行うと、ジーンと強く肩に響いた。 
響きの感覚が起こらなくなるまで3分間ほど持続して行った。 
終って坐位になり、肩を動かすと痛みは半分程度になっていた。 

（図1 臑会穴と腎兪穴）         （図2 腎兪穴の逆捻転） 

             

      経絡と色の研究  

脾と胃の色による実験 
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五行の色体表の五色（ごしき）で、脾は黄色い色に関係が深いと説明している。 
脾の黄に対して、相克の色は肝の青である。 
〔背臥位〕 
患者さんに片側ずつ膝を伸ばした状態で下肢を上げさせて、上がりにくい方を調べると

右側であった。（図1） 
もう一度上げさせて、治療師がそれに抵抗して筋力を調べる。（図2） 
 
 
 
次に下肢を治療師の膝に乗せる。膝関節を伸展するよ

うに指示して、治療師がそれに抵抗し、筋力を調べる。

（図3） 
患者さんに口を開けて顎を左右に動かす動作をさせ

て、顎関節の違和感を調べる。 
胃経募穴・中脘穴と脾経募穴・章門穴を圧迫して不快感

を調べる。 
中脘穴の圧迫。（図4） 
 
 
 
 
下肢の脾経の母趾内側・陰白穴から血海穴まで、胃経の

第2趾・厲兌穴から伏兎穴まで幅25㎜の黄色いテープ

を貼る。（図5） 
最初に行った検査をもう一度行う。 
下肢を挙上する。挙上に治療師が抵抗する。膝にのせて

膝を伸展させて抵抗する。顎を左右に動かす。募穴を圧

迫する。 
それぞれの内容が良くなっていることが分かる。 
相克の色である青いテープを貼って同じテストを行う

と、悪くなることが分かる。 
 
 
 
 

 鍼灸治療・臨床発表 
 

 

① 痔の改善 男性 独身 55歳 
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8mm大の外痔核が肛門の右側、9時の方向にある。 
病院から手術を勧められているが、ステロイド入りの軟膏と座薬でしのいでいる。 
コロナ禍で在宅勤務になって外出することが少なくなり、長い時間、座っていることが

多くなった。 
朝から痛むことがあるが、長く座り続けると痛みが始まる。 
横になって寝ると楽である。 
悪化させる飲食物はウイスキーとキムチである。キムチにさらに唐辛子をかけて食べる。 
筆者のホームページの痔の治療を見て来院した。 
治療の前にトイレに行って肛門を洗ってもらった。 
筆者は両手にディスポグローブをはめた。 
肛門の右側に外痔核があるという事で、右側を下にしてベッドに横になり、左側の股関

節を屈曲して両足を交差した。 
こうすると肛門が少し開くことになる。 
使用鍼は使い捨てのステンレス製、長さ1寸6分、太さ0番鍼である。 
1寸3分のプラスチック鍼管を使って鍼柄を13mm出す。（図１） 
8mm 大の外痔核を囲むようにして鍼を 3 本、出

ている鍼柄を弾入して13mm刺入した。 
左側にも1本、刺入した。（図２） 
温灸を1本持って、フードをアルミパイプの先か

ら10cmほど下げた位置で固定し、艾を約10mm
出して火を付けた。（図3） 
左手の母指で左側臀部を天井側に強く圧迫して、

肛門を開いた状態に保つ。 
温灸の火が肛門に接触しないギリギリの所まで近

づけて温めた。 
患者さんは熱く感じるが、非常に気持ちよい感覚

である。 
出ている10mmの火が燃え尽きるのは、約1分間

である。 
温灸を一旦、置いて、置鍼してある鍼を雀啄して響

かせる。 
また温灸の艾を10mm出して、肛門を開いて温め

る。 
これを3～4回行う。 
繰り返して温めると下腹部の恥骨の上、腎経・横

骨穴周囲と仙骨下部の下髎穴周囲に温かさを感じ

た。 
鍼を抜いて腹臥位になった。 
外痔核は静脈のうっ血であるが、刺鍼して出血を

したことはない。 
腹臥位での治療は次回に発表する。 
 

 アトピー性皮膚炎の鍼温灸治療 
 

 

 

➀ アトピー性皮膚炎がある「まぶた」にビワ葉・線香灸を行うと、低い血圧が上がる。
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女性 31歳 

眠たい時にまぶたをこすると眠気が覚める。すなわち人間を元気にさせる行為である。 
まぶたを適度に刺激すれば、低い血圧の人は血圧が上がるのではないかと考えた。 
まぶたに湿疹があって血圧が低い女性に、ガーゼをかけてビワ葉・線香灸を行い（図1）、
チクンチクンと熱感を与えると、上の血圧は変わらずに下の血圧が上がった。 
治療前の血圧は上が101で下が54（図2）、治療後の血圧は、上は変わらず、下が67で

13上がった。（図3） 

   
線香灸（図1）        （図2）        （図3） 

   

② 牛肉は膝窩部の膀胱経・委中穴のアトピー性皮膚炎の原因になっている。 

委中穴と腎・膀胱に関係したツボにビーフジャーキーを置いて、呼吸と筋力テストを行

った。 

〔背臥位〕 

呼吸：置く前に患者さんに大きく呼吸をさせて、息を吸う感じと吐く感じ、胸の広がる

感覚を確かめる。（図1） 
筋力：下肢を片側ずつ挙上した状態から床側に下げるように力を入れさせて、それに治

療師が抵抗して股関節伸展の筋力を調べる。（図2） 
ビーフジャーキーをネットに包んでツボに置く。（図3） 

   
（図1）         （図2）        （図3）                 

委中穴、膀胱経募穴・中極穴、腎経募穴・京門穴、腎の募穴の代用として使える臍の神

闕穴。 
〔検査〕 
もう一度、呼吸をすると胸が広がらない感じで、息が吸いにくくなった。 
下肢の挙上位から下げさせて抵抗すると筋力が弱くなった。 

 美容治療  

● 額の横シワは肝・胆の弱りから起こる。肝・胆に関係した関節運動法を行うと改善す

ることができる。 

額の横シワの部分に胆経・陽白穴がある。胆経上の症状はその陰の肝の弱りから起こっ
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ていることが多い。肝経募穴は第 9 肋骨端の期門穴、胆経募穴は第 10 肋骨端の日月穴

（田中流の取穴）である。 
肝経は足の母指の内側から始まって第 9 肋骨端で終わっている。胆経は目の横から始ま

って足の第4指で終わっている。右側のシワが深いとして説明する。 
〔背臥位〕 
1） 診断 
患者さんの手で額のシワを上下に広げるように皮膚を引っ張る。（図1） 
2） 右下肢の肝経、胆経の関節運動法 
〔足関節底屈位〕 
① 肝経の経絡が流注する足の母指に関節運動法を行

う。基節骨底部に示指をあてて、末節骨底部に中指を

あてる。足底に向けて強く圧迫して、底屈と凹滑り法

を行う。                   
② 胆経の経絡が流注する足の第4指に関節運動法を行

う。第 4 指の基節骨底部の足背部に母指をあてて床側

に向けて圧迫し、中節骨・末節骨底部の足底部に中指を

あてて天井側に向けて圧迫する。 
例．①と②の複合手技（図2） 
3) 後頭骨/環椎関節の風池穴の離開法 
左右の関節に同時に行うが、右側に強く行う。（図3） 
額のシワの部分に響きが起こることがある。その響き

の感覚が起こらなくなるまで持続して行う。 
〔右上側臥位〕 
第 5 腰椎棘突起の下から棘突起を一つずつ数えて、第

10 胸椎棘突起と第 9 胸椎棘突起を調べる。胸椎 10/11
棘突起間と胸椎9/10棘突起間を触診して、詰まりと圧

痛があることを確かめる。手根の豆状骨を棘突起間の

横に当てて逆捻転を行い、ジーンとした感覚が起こる

ことを確かめる。例．胸椎9/10椎間関節の逆捻転（図

4） 
手技を行いながら額のシワを広げて、広げやすくなる

ことを確かめる。脊椎椎間関節部のジーンとした感覚

が起こらなくなるまで手技を持続して行う。 
〔背臥位〕 
期門穴と日月穴を圧迫して圧痛が軽減していることを確かめる。額のシワを観察してシ

ワが薄くなっていることを確かめる。 

 痩せる耳のハリ  

3週間の治療で体重が2kg減少した。女性 47歳 主婦  

治療前の体重72.9kgが週に1回ずつ治療して3週間後70.8㎏になった。 
治療1回目 令和3年6月○日 
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治療室で、白砂糖を口に含んで味の変化を実験した。 
治療前は白砂糖の味が普通に感じた。 
治療内容 
〔背臥位〕 
胃経募穴・中脘穴を圧迫して圧痛があることを確かめる。 
田中流の耳の痩せるツボを左右、指圧しながら中脘穴を圧迫して圧痛が軽減することを

確かめて、長さ0.6mmの円皮針を貼る。（図1） 
足の中足骨部の脾経と胃経の部位を触診して、熱感が

あることを確かめる。 
五臓は弱りすぎると「虚熱を発する」ということで足

の中足骨部が熱くなる。 
脾経井穴・陰白穴と胃経井穴・厲兌穴に円皮針を貼る。

（図2） 
中足骨部の脾経と胃経の部位に、冷えピタを貼って冷

やす。（図3） 
〔腹臥位〕 
背部の胃兪穴と脾兪穴、その外側の胃倉穴と意舎穴を

指圧・揉捏して最も硬結・圧痛のあるツボを調べる。 
そのツボを重点的に重ね母指持続圧を行う。 
〔坐位〕 
治療が終ったら坐位になって、治療師が背後から円皮

針を貼った耳のツボに30秒間持続圧を行う。 
白砂糖を口に含んで味の変化をしらべたところ味が薄

くなって美味しくなくなっていた。 
〔帰宅〕 
深夜、メールが来た. 
「治療の後、スーパーに行って買い物をした時、入り口で耳のハリを持続圧しました。 

パンのコーナーの前で、いつもは小腹が空いて買うのですが、何となく食べなくてもい

い感じで買わずに通り越しました。他の食材も必要最低限の買い物で済ませました。 

夕ご飯を作る前にいつもコーヒーを飲むのですが、砂糖をいれなくても美味しく感じま

した。ごはんの量も、いつもの三分の二くらいでした。 

夕食の後、耳のツボを圧迫したところ、間食をしないで眠ることができました。 
両方の耳のツボに円皮鍼を貼ったのに、左耳の鍼がジーンと感じます」 
次号に続く。 

 経穴（ツボ）の研究 
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① 意舎穴の持続圧で耳の後ろに響いた。男性 

40歳 

〔腹臥位〕 

硬結・圧痛が強かった背部、左意舎穴に重ね母指

持続圧をしたところ、左耳の後ろの三焦経・瘈脈

穴あたりに響いた。 

 

 

 
② 下髎穴の刺鍼で胃経・伏兎穴に響いた。女性

40歳 

〔腹臥位〕 

右下髎穴に圧痛があったので刺鍼して運鍼（回

旋・雀啄）すると、右大腿部前側の胃経・伏兎穴

に響いた。 

 

 

③ 肛門に置鍼して温灸をしたところ、下腹部の

恥骨の上が温かくなった。男性 55歳 

〔側臥位〕 

肛門の右側がヒリヒリとする部位に置鍼して3分
間ほど温めたところ、恥骨の上の右横骨穴に温か

さを感じた。 
痔に関係するツボに温熱的な響きが起こった。 
 

 

④ 肛門に置鍼して温灸をしたところ、仙骨下部

の下髎穴が温かくなった。男性 55歳 

〔側臥位〕 

肛門の右側がヒリヒリとする部分に置鍼して3分
間くらい温めたところ、右下髎穴に温かさを感じ

た。 
痔に関係するツボに温熱的な響きが起こった。 
 

 

 

 

                臨床メモ（読者と講習会員）の発表  
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① 足が重くて、地面にめり込みそうです。女性 81歳 

「毎朝、主人と30分間、散歩をしています。6月、7月になって雨が降っていない日に

歩くと、冬の寒い時に感じなかったのに、足がすごく重くなって地面にめり込みそうで

す」と言う。 
腰が少し前屈位になっているので、腎の弱りが予想された。 
腎は冬の時期に寒さで影響をうけるが、冬よりも暖かくなってきた梅雨の時期に症状の

起こることがかなりある。 
 

② 貧血で鉄剤を飲むと口の横が切れる。女性 41歳 

インターネットで調べると、鉄剤の服用は消化器系や肝臓に症状を起こすと説明してい

る。 

口の横は胃経の地倉穴なので、胃に負担がかかって症状が出たものと推測される。 

 

③ 冬でもコーヒーはアイスですという女性患者さん、腎と心の弱りであった。女性 56

歳 

「コーヒーが好きです。夏は勿論のこと冬でもアイスです」と言う。 

中医学の判断から腎が弱くなって心を適度に冷やすことができないので、心の竅である

舌が熱くなったと考えられる。 

舌が熱いので冷たい物が好きになっていると推測される。 

 

④ ソーメンだけが食べられるという女性患者さん、歩けなくなった。68歳  

2年振りに按摩治療にかかった。 

顔に1円玉の大きさのシミがたくさんできていた。 

「足腰がすっかり弱って電車で出かけることが、大変になりました。先生のところにや

っと来ました」と言う。 

いろいろ話した中で飲食を質問すると、「ごはんやパンが食べられなくなって、ソーメ

ンだけがのどを通るので食べています」と言う。 

最近、小麦が体に良くないという本が多く出ている。 

小麦が内臓の特に腎を弱らせていると推測された。 

 
 
 
 
 
 
 

 夢の治療・仮説・疑問・失敗談・笑い話 
 

 

〔読者との講習会員の発表〕 
● 夢の治療 

①患者「先生、将棋で藤井聡太さんがすごいですけど、鍼灸でああいう人を育てること
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はできないですか」 
筆者「目の視力を改善したりできるのだから、可能性がない訳ではないと思いますが」

と言葉を濁して答えた。 
棋聖戦は藤井さんの3連勝で終わった。負けた渡辺さ

んに鍼灸をして、頭の調子を良くして、渡辺さんが2
勝することができれば面白かったのだが。 
 

● 仮説 
① 手根管症候群は心包経の弱りと推測される。女性 

44歳 

「右手がしびれて、手根管症候群と診断されて注射を打って治りました」と言う。 

手根管症候群は手の内側、正中神経の部位の症状である。 

経絡は肺経と心包経である。この経絡に関係する胸部の神蔵穴と彧中穴、神封穴と霊墟

穴、背部の肺兪穴と魄戸穴、厥陰兪穴と膏肓穴を治療すると改善できる可能性がある。 

しかし、肺と心包を弱らせる原因が何かは難しい。 

 

● 失敗談 

① 治療が終って目が見えない。男性 41歳 

夜、治療にかかって当院から出て電車に乗る前に電話がかかってきた。 
「先生、右目が見えないです」 
「エッ、どうして？」と思ったのですが、以前も他の患者さんであったので「うつ伏せ

で目を圧迫していたからではないですか。治療の時に鍼をした手の合谷穴を指圧して下

さい」と説明した。 
10日後の治療の時に「あの後、すぐに治りました」 
② 男性患者さんの体臭が生クリームの臭いであった。男性 30歳くらい 

生クリームの臭いは中医学の五行の五香で、脾の「香り臭い」に入ると推測される。 

背腰部を揉んだところ、肝・胆、脾・胃、腎の全部のツボに硬結があったが、脾兪穴の

外側の意舎穴に激痛があった。 

脾の弱りが予想された。 

 

● 笑い話 

① 若い男性はお尻が温かい。女性 58歳 

患者「先生、分かったのよ」 

筆者「何がですか」 

患者「電車に乗って若い男性が座っていたところに座ると温かいのよ。それが分かって

から、若い男性が立ったら、すぐにそこに座るようにしているの」 

 

 新技術 
 

 

 

左右のツボを同時に指圧・揉捏すると効果が大きい 
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〔腹臥位〕患者は上肢を挙上した状態 

① 左右の前腕部、大腸経・手三里穴を同時に手根圧迫と手根揉捏を行う。 

 

 

② 左右の上腕後側部、小腸経と三焦経の筋を同時に四指圧迫と四指揉捏を行う。 

 

 

 

 

③ 左右の三角筋部、大腸経の筋を同時に四指圧迫と四

指揉捏を行う。 

 

 

 

 

④ 左右の肩甲骨部、小腸経・天宗穴を同時に手根圧迫

と手根揉捏を行う。 

または四指圧迫と四指揉捏を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 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：70代男性 膝痛の関節運動法と鍼温灸治療 

全体像（問題点）主訴は左膝痛。中華そば屋の店主。一日中立ち仕事である。10数年前

から慢性的に左膝が痛かった。数週間前から痛みが強くなり来院。特に椅子から立ち上
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がる時に痛む。最近は店を息子に任せ、のんびりしていることも多いが、大好きな甘い

ものを食べる機会が増えてしまった。体重も数か月で2～3㎏増加した。 
診断按摩（ツボはすべて左） 

膝部：犢鼻に圧痛。 

腹部：章門と中脘に圧迫不快感。 

背部：意舎に硬結圧痛。持続圧で章門の圧迫不快感が軽減。 

足部：公孫と陥谷に圧痛。それぞれ持続圧で章門と中脘の圧迫不快感が軽減。 

施術内容（ツボはすべて左） 

① 仰臥位で膝関節の離開法、前方滑り法、後方滑り法、屈曲と凹滑り法、伸展と凹滑り

法を行った。 
② 側臥位で意舎に鍼温灸を行った。20分程鍼を響かせ温灸で温めることを繰り返した。

腹鳴が起こり背中側だけでなく、お腹側も温まったとのこと。 
③ 仰臥位で膝に痛みが出る程度に屈曲した姿勢で犢鼻に鍼温灸を行った。（図参照） 
④ 端座位からの立ち上がりを確認すると痛みは6割程度に軽減していた。 
⑤ 公孫と陥谷を指圧しながら立ち上がると、もう少し楽な気がするとの事。2カ所に円

皮鍼を貼った。  
まとめ 

普段の疲労によって負担がかかっていたところに、飲食の不摂生で脾胃が弱り膝の症状

が悪化したと考えられる。 

田中流の特徴は、まず患部を特定し、そこに関係

する一番の硬結圧痛や響くツボを見つける。それ

らのツボに施術をする事により、体調不良の根本

原因となっている内臓の弱りを治し、患部も改善

する事である。 

ツボを見つける時の目安となるのが、陰陽、経絡

同名経、背部兪穴、腹部募穴、下合穴、子午流注などがある。候補となるツボを列挙出

来るようになると治療の幅が広がる。 

今回の症例では、患部の犢鼻は陽明胃経なので、同じ経絡の陥谷、陰陽の関係で太陰脾

経の公孫、脾経の背部兪穴の意舎、腹部募穴は章門（脾経）と中脘（胃経）を用いた。 

選んだツボで効果が得られるかどうかは、持続圧を行って腹部募穴の圧迫不快感が軽減

するかどうかで確認する事が出来る。 

 

 講習会員の声 
 

 

 

A氏 

・鍼 
私は普段の臨床で目の周囲は鍼を切皮程度の刺入で行っている。 
講習会では横刺で1cm刺入して、さらに刺鍼部を示指で圧迫して撚鍼し、響かせた。 
施術後、相手の方の視力が3ランク、アップして効果に驚いた。 
・按摩 



17 
 

① 後頭部の胆経・脳空穴の取穴でツボが分かってみると、ツボに凹みがあって激痛があ

った。 
自分も相手に指圧されて、酷い激痛があった。 
これを軽減させれば効くと思った。 
② 指導員の説明では頸部に3本の経絡ラインがあるという。 
後頸部が膀胱経、肩井穴から風池穴のラインが胆経、側頸部の頸椎横突起部が胃経。 
さらに膀胱経には腎の弱りが現れ、胆経には肝、胃経には脾の弱りが現れるという。 
自分の施術で試してみたい。 
・関節運動法 
① 上部離開法は簡単なようで正しく持ち上げることは意外と難しい。 
② 鼻詰まりに後頭骨/環椎関節の風池穴の離開法は即効性があった。 
明日からすぐに使える技術である。 
③ 上部胸椎の関節運動法は4種類の手技があって、名前と手技が似ているので覚えるこ

とが難しい。 
何回もやって覚えるしかないと思う。 
④ 上肢や下肢の関節、脊椎の椎間板の関節の「つまり」というのは普段意識していなか

った。 
関節運動法で離開法が重要であることが分かった。  
 

B氏 

講習会で相手と練習しているとき、隣で練習している人の話を聞いた。その人は治療経

験が長いようで、指導員の方に難しく技術を聞いている。 

その話を聞くのが、すごく参考になっています。 

 

C氏 

土曜日の夜の練習に途中から参加しましたが、少人数で指導員の方の手取り指導を受け

られるので、すごく上達できます。 

 

 

 

 

◇編集だより◇ 
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。 

 

・第4波？ おぼれかかって ひん死です    〔もみもみも〕 

    ・そういえば 腹の底から 笑ってない      〔もみもみも〕 

    ・よく揉んで それから鍼する 田中流        〔もみもみも〕 

・これが効く 激痛穴の 過激揉み             〔もみもみも〕 

・ワクチンを 打ってもみんな マスクする     〔ひとやすみ〕 

・これがいい ひんやりマスク してられる     〔ひとやすみ〕 
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・マスクする 大きな声が 癖になり           〔ひとやすみ〕  

・歯が抜けた マスクで隠す 入れるまで       〔ひとやすみ〕 

・仕方ない ツバキで汚れた 裏返す           〔ひとやすみ〕 

・刺しゅう入り 超高そうだ 贅沢だ           〔ひとやすみ〕 

・ウイルスで 株式市場 変異する              〔鬼滅の鍼〕 

・施術でも 副反応は 現れる                  〔鬼滅の鍼〕 

・アクセルか ブレーキ踏むか ニュウトラル    〔鬼滅の鍼〕 

・予約表 白くてお先 真っ暗に                 〔鬼滅の鍼〕 

・恐ろしい 海でなくとも 波がある       〔酒と涙と鍼と灸〕 

    ・大波は 大震災で こりごりだ          〔酒と涙と鍼と灸〕 

・アメとムチ コロナばかりで アメがない     〔華陀のひ孫〕  

・富岳さん 早く何とか して下さい           〔ぱぴぷぺぽ〕  

・叩打法 マスクの中から 拳打音                 〔1年生〕 

・美容鍼 顔にアザつけ メイクアップ          〔松尾無精〕 

・ダメ元で チラシをたくさん まいてみた         〔高笑い〕 

・テレワーク 疲れているはず かからない     〔強揉み名人〕 

・期待する オリンピックで 人が出る        〔揉まれ好き〕 

・クレベリン 最近聞かない ダメなのか     〔ひょっとして〕 

・富岳さん ワクチン早く 作れない？         〔おだいじに〕 

・極楽は 今年ダメなら 来年か               〔あ～ん〕 

◎講習会員の作品でした◎ 

 

・メール hibiki@s2.dion.ne.jp 

・ホームページ http://www.tanaka-server-shared.com 

≪機関誌経絡按摩≫  

隔月（奇数月）年間購読料 DVD付き   １２，０００円（送料共） 

            １冊 DVD付き ２，０００円（送料共） 

・編集発行人 田中 勝 

・発 行 所 経絡按摩研究会  

・TEL ０３-３４７５-４６３１ 

〔非売品〕 

経絡按摩 全身 ＤＶＤ １巻 ８７分  

按摩の基本練習 １巻 ２１分      

関節運動法（ＡＫＡ）全身ＤＶＤ  １巻 ２７分  

肘痛関節痛 ＤＶＤ  １巻 ２３分  

手の痛みの関節運動法 ＤＶＤ １巻 １９分  

頚部の関節運動法 ＤＶＤ １巻 １７分  

図解 経絡按摩  Ａ４判             

図解 関節運動法  Ａ４判           

 図解 鍼温灸 Ａ４判  


