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　鍼治療には、強い鎮痛効果がある。しかも即効性がある。その上に鍼治療には、
五臓六腑の機能を調節し、全身を調整する働きもある。この鍼治療による効果は、
現代医学の鎮痛薬や神経ブロックにはない効果が得られる。

　本書は、鍼治療によって痛みを取り去ることを目的に、身体の各部位の痛み
の治療法の一例をまとめた。

　ご存知の様に、鍼治療には様々な方法があり、治療へ道は１つだけではない。
しかし本書はその中の１つの治療法を提示してみた。

　痛みを取り去るという目的のために、本書を手本に研修し、経験を重ねる内に、
さらにより効果がある方法にも出会うはずである。

　ここに示した治療方法をタタキ台として、さらに大きく飛躍して頂きたいと
願っている。

　　　　　　　　　　　　　　　　      西田順天堂内科　　西田 皓一

                                                      やの鍼灸院            矢野 知代

本書の目的
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1）はじめの言葉

　本書は、医師と鍼灸師がそれぞれの視線を

通じて、鍼灸治療による身体の痛みを取り去

る手技を『刺鍼治療によるペイン・クリニック』

と題してまとめたものである。

　刺鍼療法の持つ、特殊な鎮痛効果を実際に

臨床的に役立たせる事が出来る様に、理論は

勿論のこと、具体的な手技についてもイラス

トを用いて説明した。

　本書は、前半は〔基礎篇〕というべき内容で、

痛みの発生機序と刺鍼療法の効果と手技につ

いて述べた。

　また後半は〔臨床篇〕というべき内容で、

全身に発生する痛みの治療法について、各部

位について具体的に述べた。

　本書のユニークな点は、現代医学でも取り

去ることが出来なかった痛みを、刺鍼療法の

みで取り去り、また軽減できることを身体の

個々の部位について図解しながら紹介したこ

とである。

　刺鍼療法には、現代医学にはない強力な鎮

痛効果・「臨床力」がある。

2）痛みの無い
     平穏な日常生活を目指して

　本書をまとめようと思い立った経緯は、下
記の様な経験からである。

■刺鍼療法には強い鎮痛効果がある。しか
も即効性で安全性に優れている。
　刺鍼療法の持つ、即効性のある、しかも強

い鎮痛効果を、もっと現代の医療の中で活用

される事を願って、あえて紹介した。

■多くの患者は
“ 治らない痛みのために、苦しんでいる ”
　著者は、東洋医学と現代医学とを併用して、

日常の診療に従事して約 40 年になる。その間、

東西医学の、それぞれの優れた点や欠点を体

感し、また「痛みに苦しんでいる患者」も診

療科目を問わず治療してきた。その中で、現

代医学では痛みの軽減や治癒に難渋する患者

を、数多く刺鍼療法で治療してきた。

　刺鍼治療は、「東洋医学によるペイン・クリ
ニック」の役割を果たしているのである。
　外科や整形外科で取り扱われる疾患で、痛

みを取り去ることが出来ない例でも、癌の痛

みや手術の対象でない限り、ほぼ確実に治療

効果・鎮痛効果が得られる。

はじめに
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　本書は、この様な臨床体験をまとめたもの

である。各部位の痛みの治療法をできるだけ

イラストを用いて詳細に記述した。

■痛みの治療に関しては
　東洋医学の刺鍼療法は遥かに勝っている
　痛みの原因がはっきりしない、現代医学か

ら見たら「原因不明の痛み」の鎮痛効果に関

しては、現代医学には限界があるが、刺鍼療

法が優れている
　もちろん、現代医学は外科学、疫学、診断

学において優れており、治療のために貢献を

しているが、日頃の診療の場では、患者さん

は“痛みの治療を求めて、右往左往している”

傾向がある。それは痛みに対する決定的な治

療法がないからである。患者さんたちは、“何

とか、この痛みの苦痛から、解放されたい”

のである。

　ここでは、強い鎮痛効果のある刺鍼療法を

紹介する。刺鍼療法による効果は現代医学で

は治せない痛みを治すことが出来る。しかし

残念ながら、一般の人々にも、また現代の医

療界にも、刺鍼療法の素晴らしい効果は広く

は知られていない。

　この様な現状を愁い、あえて紹介する次第

である。著者の長年の臨床経験によると、刺

鍼療法は現代医学の盲点を補う素晴らしい治

療法である。

　本書は、先ず「痛みはなぜ起こるのか」に

ついて説明し、次いで「痛みに即効する刺鍼

療法」について説明する。

■刺鍼療法は、安価で手技は簡明で
　即効性と安全性に優れている
　刺鍼療法は、2000 年以上の長い臨床経験を

持った治療学である。

　刺鍼療法のために用いる用具は安価で、し

かも手技はそんなに複雑ではない。しかも、

長年の間、臨床に用いた結果、その効果は即

効性で安全な治療法である。 

■高齢化する現代社会では
　筋肉痛や関節痛の患者は益々多くなる
　ワシントン大学の研究チーム ( ランセット )

の統計によると、日本人の健康寿命は世界一

で、女性は 77.11 歳、男性は 75.56 歳で我が国

は長寿国である。しかし高齢化するに従って

人々は関節痛や筋肉痛に悩まされることにな

る。この際、刺鍼療法は最も効果的である。

■痛みは、なぜ起こるのか？東洋医学から
診ると現代医学とは違った側面がみえてく
る　～不通則痛～
　痛みの原因は、東洋医学から見ると、「不通

則痛」…身体の中の気血の流れが悪いと、す

なわち痛む…のである。鍼灸治療は皮膚に鍼

を刺すだけで、気血の流れを良くすることに

よって「通則不痛」　「通ずれば、則ち痛まず」

　気血の環りが良くなると痛みは起こらなく

なる。痛みを軽減しているのである。

■痛みに即効する刺鍼療法
　皮膚に刺鍼することによって、全身に張り

巡らされている〔経絡〕を刺激し、「痛み」を

取り去ることが出来る不思議な治療法である。

その即効性と安全性は現代社会に於いてもっ

と利用されると、人々は楽しく生活できる。

■痛みと「うまく付き合う」なんて、そん
なバカなことは出来ない。痛みは「取り去っ
てやるべきだ」
　しばしば患者さんから、痛みがなかなか治

らない時、医師から「痛みとうまく付き合い

なさい」と言われたと、嘆いている患者さん

がいた。

　しかし「痛みとうまく付き合う」ためには、

はじめに



はじめに

8

どのようにしたら良いのか、私は知らない。

　もし私が痛みのある病気になった時には、

痛みは取って欲しい。今までの経験では、悪

性疾患でない病気や手術を必要とする病気以

外は、鍼灸治療で取り去ってきた。

■刺鍼療法の、治療の仕方
　刺鍼療法の治療の仕方は、主に〔経絡〕の
効果を利用して治療する。ある時には、〔経絡〕

の走行を利用して、病所とは遠くかけ離れた

部位に刺鍼して痛みを取り去ったり ( 遠位治

療 )、またある時には痛む部位 ( 近位治療 ) に

刺鍼して、痛みを取り去ることも出来る。

３）内容の概略

　内容は、大別して以下の三つに分かれてい
る。

■基礎篇では「痛みの原因」について
　身体の中の流れが障害された時に、痛みは
起っている。現代医学から見た「原因不明の

痛み」は、これに気付いていない。

　東洋医学では、「痛み」は、「不通則痛」…

気血の流れが悪いと、すなわち痛む…によっ

て起こっていると認識している。

■臨床篇では、「痛みの治療法」について
　「通則不痛」気血の環りが良いと、痛みは起

らない。その治療手段は「通」である。

　臨床篇では、「痛みの治療法」である刺鍼治

療の効果について述べる。

　刺鍼することによって、痛みはなぜ消失又

は軽減するのか？皮膚に刺鍼することによっ

て身体から鎮痛機序が働いているのである。

　現代医学の様に鍼を刺して、何かを注入す

る必要はない。

■全身の各部位の痛みの治療について
　頭が足の指先まで、全身の痛みの治療法を
具体的に説明した。

○あらゆる痛みの原因は、“ 不通 ” によって起
こる。
　「不通則痛」…通じざれば、 則ち痛む…気血

の流れが悪いと痛む。

○痛みは通じさせることで、取り去ること
が出来る。
　「通則不痛」　通ずれば、則ち痛まず…気血
のめぐりが良くなると痛みは起こらない。

○ “ 不通 ” の治療手段は “ 刺鍼療法 ”　　　

　痛みの治療は、刺鍼療法である。なぜ、身

体に刺鍼するだけで、痛みは取れるのか？刺

鍼により、身体の気血の流れが良くなるから

である。

○刺鍼療法には、主に〔刺鍼、刺絡、火鍼〕
がある

○刺鍼の効果…刺鍼療法のなぜ効くのか

○治療のために、どこに刺鍼するのか ?
　どこに刺すのか？　〔経絡〕の説明も含めて、

詳しく説明した。

○身体の各部位の「具体的な痛みの治療方法」

　全身の各部位の痛みの治療法を、理解を容
易にするために出来るだけイラストを用いて

説明した。

○我が国の医療法では、刺鍼療法が出来るの
は、鍼灸師と医師だけである

○痛みに苦しんでいる方々のために
　現代医学から見た「原因不明の痛み」にも、

東洋医学の刺鍼療法で鎮痛させることが出来

る。

　癌による痛み、外科的治療が必要な疾患以

外のあらゆる痛みは、鍼灸治療で取る去る事

が出来る。

○痛みの予防、適当な筋肉運動によって痛
みは軽減する
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　適当な筋肉運動によって、気血の循りは良

くなり、「不通」による痛みは軽減するから痛

みは軽減するである。

○保険で鍼灸治療をうける方々のために
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capture １

１) 痛みの原因は「不通」

　東洋医学では、痛みの発生機序を極めて簡
明に「不通則痛」…気血の流れが悪いと、痛
みがおこると説明している。
　目に見えない小さな流れの“詰まり”は、
気付きにくいので、わかりやすい様に身近な
具体的な例を挙げて、“詰まり・滞りによって
起こる痛み”を説明したい。

■日常生活の中で、身体の中で
　「詰まると痛みが起こる」具体的な例
　身体の中の流れが順調であれば、何も起こ
らない。しかし一旦何処かに“詰まり”が生
じると猛烈な痛みが起こってくる。
　血流は、血管が細くなる末梢に血行障害が
起こりやすい。例えば、糖尿病は全身に動脈
硬化が起こりやすい疾患だが、特に心臓から
一番遠い足指先に“詰まり”ができやすいので、
足指先の痛みを訴える。病状が進行していく
と末期では壊死になり、患者は痛みの苦しさ
のために下肢の切断を希望するようになるほ
どである。つまり、身体の何処であれ、「不通」
が痛みや病気を引き起こすのである。

■血管がつまると、痛みが起こる
　例えば、心臓の筋肉を養っている冠状動脈
が順調に流れている時には何も痛みは起らな

い。しかしこの冠状動脈が詰まったり、狭窄
が起こると心筋梗塞や狭心症が起こり、死の
恐怖感と共に強烈な痛みが襲ってくる。また
狭心症の場合は、冠状動脈の一時的な痙攣が
緩むと胸痛は無くなる。身体の中のどこでも、
この様な現象が起こっている。

■静脈の血管が詰まると
　鈍痛が起こり、病気が治り難くなる
　静脈系の血流の流れの障害を、東洋医学で
は「瘀血」と呼んでいる。現代医学はこの静
脈系の流れはあまり重視しないが、東洋医学
では古くから静脈系循環障害である「瘀血」
を重視し、「瘀血」の存在を知る診断法や治療
法がある。
　頑固な腰痛や下肢の痛みに悩んでいる患者
の大部分の腰部・下肢には、静脈が鬱滞して
いるところがあり、それが痛みの原因になっ
ている。
　また難治性と言われる疾患の大部分は、「瘀
血」が関与している。例えば、頑固なあらゆ
る部位の痛み、例えば腰痛、下肢痛など。ま
た難治性湿疹や襦瘡、ケロイド、凍傷などは、
静脈系末梢循環障害によって起こっている。

■消化管も詰まると、痛みが起こる
　人が健康であるためには、消化管も順調に
流れていなければならない。例えば、大腸の
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一部が詰まると、猛烈な痛みを伴う腸閉塞 ( イ
レウス ) が起こる。また胆管内で胆石が詰まっ
ても、激痛が起こってくる。

■尿が詰まると痛む
　腎結石、膀胱結石などの排尿障害で激痛が
起こってくる。

■冷えると痛む　凍傷
　あらゆる関節でも冷えると痛む
　冷え症とは、基礎代謝が低下し、熱量の発
生が低下しているので、身体全体が冷えてい
る。その結果、血管の流れも滞りがちになる。
またある部分で血流が詰まり、その部分まで
血液が流れないために冷えを自覚的に感じる
症状もある。例えば凍傷や関節が冷えると痛
みが発生する。
　冷えが痛みを誘発することは一般的に認識
されていない。気温が低下すると、身体が極
度に冷えて血管が細くなり血流が滞ることに
より、寒いと言うよりは痛みが起こってくる。

■心が痛むと、身体が痛む ～心身一如～
　精神的緊張が続くと、交感神経が優位にな
り、血管が収縮して血行不良を起こす。すると、
全身のあらゆる部位に痛みが起こり始める。
　典型的な例は、痛む箇所が全身あるいは広
範囲、そして痛む部分が移動する「線維筋痛
症」である。また心が病んでいるうつ病では、
ほとんどの例で身体の何処かに痛みを伴って
いる。
　また、肩こりの大部分や腰痛の一部は、明
らかに「精神的緊張」のために筋肉が攣縮し、
その周辺を走っている血管が圧迫され細くな
ることによって、血流障害が起こり、痛みが
生じるのである。
　心と身体は常に一体で、まさに「心身一如」
である。

■古傷は痛む 
　～古傷の周囲の血流が障害される～
　打撲や捻挫の後では、後々まで痛みが残っ
ていることが多い。その原因は、受傷した部
位や関節周囲の血流が障害されるからである。
　以上の様に、順調な流れが障害されると、
痛みが誘発される現象は眼には見えないので、
理解するのは難しいが、具体的な例を挙げる
と理解しやすいと思われる。身体の中のどこ
であれ、「詰まると痛い」という現象が起こる
のである。

２）不通の原因は
　　「気・血・水」の鬱滞

■「不通」の原因は、気滞、瘀血、痰飲、
冷え
　痛みの発生は、身体の何処かで何かが詰まっ
て痛みが発生するである。では、「何が詰まる」
のか、不通の原因を考えてみたい。
　現代医学から見ると、原因がはっきりしな
いが、痛みがあるという例が数多く存在する。
特に全身にびまん性に痛みがある場合は、臓
器診断に慣れている現代医は、“はてな？”ど
んな臓腑が病んでいるのかなと考える。
　それを東洋医学では、古くより「不通則痛」

「経絡」●注 ) の中の「気血水」の環りが悪い
から痛みがおこると痛みの原因を簡明に表現
している。

●注 )…「経絡」は、肉眼で見ることはできない

ので理解しがたいが、全身を循環している動静脈
やリンパの流れとは別に、気の流れがネットワー
クの様に全身に張り巡らされていると、東洋医学
で想定している。この〔経絡〕の流れは，現代医
学という、全身に分布している結合組織の「微小
循環」ではないかと考えている。いずれにしても

〔経絡〕の走行を頼りに治療をすると、確かに“存
在している”と実感する。
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■気滞…肝鬱気滞、気虚
　肝鬱気滞とは、精神的緊張やイライラから
来る気の滞り ( 気滞 ) である。この様な日常の
心の在り方が、交感神経を刺激して血管収縮
に働き、全身の血流障害を誘発しているので
ある。
　痛みが起こりやすい部位としては、筋肉組
織や関節周辺が多い。この周辺には、特に結
合組織が密集する部位であるからである。
　著者は、精神的緊張によって筋肉に異常を
きたしやすい部位は、長年の観察から頚背部
( イラスト２－１) であると考えている。確か
に、精神的にも肉体的にも緊張すると、自然
と肩に力が入っている。また不安や怖い思い
をすると背中がゾーンと寒気がする。この状
態をサーモグラフィーで観察すると頚背部の
体温は低下している。イライラや気鬱のため
に頚背部の血流が障害された結果、この部分
の体温は低下するのである。
　この様に長期間に渡る精神的緊張によって
起こる「線維筋痛症」は、全身の筋肉に痛み
が起こってくる。

　イラスト２－ 1

■精神的緊張による血管の収縮
　～血流障害 ( 不通則痛 ) ～
　精神的緊張によって交感神経は興奮し、身
体の中からカテコールアミンという血管収縮、
血圧上昇させる物質が分泌される。その為に、
身体の末端の血管は細いので末梢の血流は障
害され、その結果、痛みが誘発されることに
なる。
　また、高齢や体力低下などによる「気虚」
によって、気の血や水を推進作用が衰退する
と気血水の流れに停滞が生じる。

■瘀血 ( 末梢性静脈系微小循環障害 )
～奇病や難病は、瘀血が原因している～
　東洋医学では、末梢の静脈系の微小循環障
害を「瘀血」と呼んでいる。この「瘀血」が
あると、身体の中での場所はどこであれ、痛
みの原因になる。
　元来血液は、全身に酸素を運び栄養を与え、
そして温

お ん く

煦作用により体に温かさを供給して
いる。血流が阻害されるということは、温煦
作用も障害されるということなので、冷えと
なり、血流障害と相まって痛みという症状と
して現れる。
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 　動脈系の循環が障害されると、身体の部位
はどこであれ、激しい痛みに襲われるが、こ
れらの原因の治療には現代医学が得意とする
領域である。
　東洋医学の出番は、静脈系の循環障害「瘀血」
による場合である。静脈系の微小循環障害が
痛みを誘発する。「不通則痛」…気血の流れが

悪いと、すなわち痛む…からである。

　「瘀血」が痛みの原因になっている場合は、
鍼灸治療の中でも「刺絡」が最も即効性があ
り優れている。刺絡で循環していない古血を
取り去ることによって、気血水の流れがスムー
ズになり、痛みが改善されるからである。

■痰飲…「怪病有痰」ケッタイナ病気は異
常な水分 ( 痰 ) が障害している
　身体の中の大部分は、水分で占められてい
る。死体を火葬すると、水分はすべて蒸発して、
に僅かな灰しか残らない。身体の中には大量
の血液やリンパ液が栄養分として流れている
ことを、灰を見て改めて気付かされたことが
ある。
　「怪病有痰」とは、難病や得体の知れない病
気は、病的水分である「痰」が原因している
という意味である。
　また、痰飲とは、体内の水分が何らかの原
因でめぐりが悪くなり、余った津液が蓄積し
ている状態である。
　正常な水分である「津液」は、飲食物より
供給され、この水分代謝は肺、脾、腎や三焦
の大きい流れが順調な時に、人は健康でいら
れる。しかし、この水分の流れが障害される時、
病気や痛みが現れる。「湿」は、津液の量的過
剰な状態である。
　「痰飲」は、湿が不可逆的に変化した病理産
物であり、流れが停滞したドブ川の川底に溜
まった汚れた泥水をイメージすると判りやす
い。粘稠性で、しつこく停滞しやすい性質が

あるので、清い津液が流れ難く、湿気が過剰
に溜まって水分の流れを傷害し、浮腫状態に
なる。そのため流れは障害され、不通になる
ので“痛み”が起こってくる。
　病の原因が不明で、病気が進行したり、難
治性である場合を先人は「怪病」と呼んでいた。
現代的に言えば「治り難い難病」または「奇
病」である。この様な場合、身体に溜まり過
ぎた水分が病気の原因になっている場合が多
い。身体の余分な水分の害を現代医学は、あ
まり気付いていない様である。
　この様な現象は、例えば膝関節痛のある患
者さんの場合、気候の変化で湿気の多い時期
や雨天で湿気が多い時に膝関節痛が増悪しや
すくなる。
　水は冷やす性質があるので、代謝が悪く水
分代謝がうまくいかないと、その部位が冷や
されることになり、痛みや違和感が誘発され、
機能低下につながるのである。

■寒…身体が冷えるために、痛みやその部
位の機能障害が起こる
　気血水の異常は、すべて寒の原因にもなる。

「冷え・寒」には、体質的な冷え症，後天的な
冷えがある。この冷えが痛みの原因になって
いることが多い。
　寒さは血流障害の大きな原因であり、また
痛みを誘発する。典型的な例は凍傷である。
しかし目に見えない「寒による痛み」は一般
には気付きにくく、現代医学の診断基準には

「寒・冷えによる痛み」という概念が無いので、
あまり重視されていない。
　しかし身体が冷えると、古傷が痛んだり、
腰痛が悪化したり、膝関節痛が痛んだりする。
これらは目に見えない「寒さ」が原因となっ
て痛みを起こしているのである。
　治療法としては、当然温める事である。こ
の場合は灸頭鍼や火鍼、施灸で効果がある。
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この様に温める事で「温通…温めて通じを良
くする」のである。つまり、温めて気血水の
流れを良くするのである。
　「体質的な冷え」の原因としては、虚寒、腎
陰虚、陽気の産生不足がある。
　「後天的な冷え」の原因としては、病気や加
齢のために陽気の産生不足、冷たいものの摂
取過多などがある。
　冷え症の治療の際には、これらの原因を軽
減させることと、また患者さんに運動量を増
やしたり、冷飲食から常温～温食に変更する
など、生活習慣の改善を伝えることも大切で

ある。

3）痛みの種類には、原因によ
り四つのタイプがある

①器質的異常がある疼痛
②器質的異常がない疼痛
③神経障害による疼痛
④精神的緊張によって起こる身体の痛み
　痛みのある患者さんを観察していると、上

記の状態で痛みが起こることが多い。あらゆ

る原因の痛みには、痛みの原因による違いは

あっても、鍼灸治療は何らかの鎮痛効果が見

られる。

　「刺鍼療法による疼痛に対する効果」は、著

者の臨床経験では、下記の様である。

①器質的異常がある疼痛→再発率は高いが、

一時的に痛みは軽減している。

　以下の状態では、鍼灸治療により痛みは軽

減するか、または消失する

②器質的異常がない疼痛

③神経障害による疼痛

④精神的緊張によって起こる身体の痛み

①器質的異常がある疼痛

　「器質性疼痛」とは、内臓や神経、筋肉、器

官といった各組織において病理的または解剖

的に異常が生じた時に引き起こされる疼痛で

ある。これらの原因は血液検査、レントゲン

検査、MRI、超音波検査などによって原因が

確認できる。

　骨組織や内臓組織の器質的異常は、現代医

学の外科が最も得意とするところである。で

は器質的異常がある場合、鍼灸治療は何もで

きないかというと、そうではない。変形性腰

痛症や腰椎ヘルニアなどの器質的異常があっ

ても刺鍼療法で痛みを軽減させることが出来

る。

②器質的異常がない疼痛
　痛みがあるのに、身体をいくら調べても痛

みの原因と思われる所見がない場合は「非器

質性疼痛」と考えられている。つまり現代医

学から見ると“原因不明の痛み”である。

　厚生労働省の 2010 年国民健康基礎調査で

は、「何らかの器質的な原因がある腰痛」は、

全体の 15％程度に過ぎず、残りの 85％は“原

因が特定できない”という結果が出ている。

この様な統計結果からも、「器質的異常を証明

できない痛み」が数多く存在しているのが現

実である。

　「器質的に異常が証明できない疼痛」の特徴

としては、痛みの範囲が複数の神経領域にま

たがること、顔面、上半身や下半身、片側や

その反対側に経時的に痛みが変動すること、

手術や鎮痛薬では鎮痛効果が得られにくいこ

となどがあげられる。

　この様な「非器質性疼痛」には、刺鍼療法

で抜群に効果がある。「器質性疼痛」にも、そ

の異常の程度にもよるが、「器質的異常があっ

ても」、刺鍼療法で痛みを軽減させることがで
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きる。実際、「器質性疼痛」がある患者に対し

て刺鍼療法をしてみても、比較的長時間痛み

が軽減している。

　刺鍼療法には、持続的に痛みの原因、気血

の詰り、流れの停滞を取り去る作用、つまり

「不通」の悪循環を断ち切る作用があると、著

者は推論している。

③神経障害による疼痛
　神経そのものの痛みである。神経が直接に

障害を受けて起こってくる痛みである。例え

ば帯状疱疹や三叉神経痛、坐骨神経痛などが

これに含まれる。

　この種の痛みには、刺鍼療法が得意分野で

あり、現代医学の治療よりは遥かに効果があ

る。特に坐骨神経痛の痛みは、1 ～ 3 回の鍼

灸治療で痛みは消失する。

④精神的緊張によって起こる身体の痛み
　腰痛診療ガイドライン（2012 年）には、「腰

痛の発症と遷延に、心理社会的因子が関与す

る」、また「腰痛には精神的要因、特にうつ状

態が関与する」と述べられており、腰痛には、

精神的要因が大きく関係していると現代医学

でも認めている。

　また、うつ状態、自律神経失調症などの精

神的不調和は、身体の痛みや異常感を合併し

やすい ( イラスト２－ 1)。その代表が、線維

筋痛症であると考えている。この他に顎関節

症がある。顎関節症の原因は、歯科医から見

るとかみ合わせの悪さからなるものであるが、

その他に、緊張している方は無意識に身体に

力が入り、常に奥歯でかみしめる癖がついて

いるので、咬筋が硬くなり顎関節症になる場

合がある。この様な精神的不調和による身体

の痛みには、刺鍼療法が最も奏功する。刺鍼

療法には鎮痛効果と精神安定効果があるから

である。

■なぜ、「心の痛み」と「身体の痛み」と
は関連しているのか？
　現代医学から観察してみると「心の痛み」
と「身体の痛み」は、脳では同じところで感
じているらしい。
　「心の痛み」と「身体の痛み」とは一見無関
係に思われるのだが、最近の研究では、これ
らは関連があることが科学的に立証されてい
る。
　最近、fmri ●注１）、ＰＥＴ●注２）といっ
た脳イメージング技法の進歩によって、脳内
における痛みの情報処理過程の詳細が明らか
にされつつあり、心因性疼痛 ( 心の痛み）は、
痛みの刺激と同じ関連した脳部位を活性化す
ることがわかってきた。つまり心の痛みは、
身体の痛みと同じく、脳内の共通の経路で処
理されているということが判明している。
　だから、心が痛むと身体の痛みとして感じ
るのであろうか。
●注 1）　fMRI （functional magnetic resonance 
imaging） は MRI（核磁気共鳴も参照）を利用して、
ヒトおよび動物の脳や脊髄の活動に関連した血流
動態反応を視覚化する方法の一つである。最近の
ニューロイメージングの中でも最も発達した手法
の一つである。
●注 2）　PET, pet. Positron emission tomography
の略称。ポジトロン断層法。PET 検査。

４）精神的に緊張すると
　　痛みやすい筋肉

　精神的に緊張すると、筋肉には何らかの変
化が起こる。「やる気」があると筋肉には力が
入るし、「やる気」が無いと筋肉は無気力にな
る。また精神的に緊張しすぎると、余分な力
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が加わってミスすることもある。あらゆるス
ポーツにはこの筋肉の適当な緊張と適当な弛
緩が要求される。著者が経験的に精神的緊張
に影響されやすいと思われる筋肉の部位を図
示 ( イラスト４－１) してみた。

具体的に下記の諸筋肉がある。

○顔面
　緊張すると顔面の表情筋が引きつる。また、
緊張が長く続くと、それを乗り越えようとす
るため歯を食いしばるようになるため、咀嚼
筋（咬筋）が固まり「顎関節症」になる。舌
の筋肉は緊張していると震えている。
　東洋医学には舌を観察する事によって全身
を診断する方法 ( 舌診 ) がある。「肝うつ化火」
の状態にある患者は舌先が震えて、舌質は赤
く ( 熱を持っている ) なっている。
○頚部の筋肉
　後部では僧帽筋、肩甲挙筋、板状筋、菱形筋、
前側面では胸鎖乳突筋などが緊張する。また
肩こりや首こりは、この様な筋肉の緊張によっ
て引き起こされる。( イラスト４－２、３)
○背部
　僧帽筋は頚部から背部にわたって分布して

いる。また起立筋群なども、精神的な緊張で

固くなり、時に硬結を作る。

○腰部の筋肉
　腰部の諸筋肉。腰部の筋肉の緊張は腰痛を

　イラスト４－２

　イラスト４－１


