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女性と鍼灸
―子宮の神経性調節と体性感覚刺激―
志村まゆら
筑波大学附属盲学校理療科

Neural Regulation of Uterine Function and Mechanical
Stimulation in the Rat
SHIMURA Mayura
School for the Visually Impaired of Tsukuba University

はじめに

し、バルーン内圧を変化させることで子宮壁に機

子宮の生理機能の基礎研究は、最近までホルモ

械的刺激を与え、子宮壁の伸展に応じる求心性神

ン性調節機構を中心に行われ、神経性調節の研究

経の活動を記録した（図１）。子宮体部に100mmHg

は少ない。19世紀中頃まで、子宮には神経はほと

以上の高い圧刺激で機械的伸展が起こると、下腹

んどないと多くの解剖学者が考え、特に妊娠時に

神経は興奮するが骨盤神経は興奮しない。膣の機

大きくなる子宮には神経はないとしていた。1841年

械的刺激では20mmHg以上の弱い圧刺激で骨盤神

にイギリスのRobert Leeという解剖学者がはじめて

経は興奮を始める。このとき下腹神経は興奮しな

ヒトの妊娠７カ月の子宮には豊富な神経支配があ

い。神経の興奮閾値は性周期に依存しており、血

ることを報告したが、それらの神経の働きが研究

中エストロゲン濃度が最も高い時期（proestrus）

されるのは20世紀後半に入ってからである。米国

に最も感受性が高い。また発痛物質のブラジキニ

の女性神経生理学者Karen Berkley、Ann Robbinsと

ンや血管収縮物質のセロトニンを微量に投与する

現在人間総合科学大学教授の佐藤優子氏の研究グル

と、下腹神経、骨盤神経ともに興奮する２）。これ

ープが16年前にラットを用いた子宮の神経性調節の

らの結果から、子宮平滑筋の過度の伸展や虚血、

研究を始め、今日までいくつかのことがわかってき

炎症性物質の産生による痛み刺激の情報は、子宮

た。本稿では、ラットの子宮の血行と子宮運動の神

に分布する求心性線維を介して中枢に伝わり、子

経性調節と体性感覚刺激について、第49回学術大会

宮に分布する求心性神経の閾値は性周期の影響を

で行った教育セミナーの内容を中心に解説する。

受けることが見出された。

ラット子宮の機械的刺激や痛みに関する情報
を伝える求心性神経

子宮の血流や運動を調節する遠心性神経
Sato（1996）３）らは遠心路の研究で、パルスド

ラットの子宮はＹ字型をしており、先端のくび

ップラー血流計とバルーン法を用い、下腹神経と

れた部分に卵管、その先に卵巣がある。仙髄から

骨盤神経の遠心性線維の電気刺激による反応を調

副交感神経の骨盤神経が伸び、腰髄からは交感神

べた。その結果、子宮血流については、骨盤神経

経の下腹神経が子宮体部に分布している。Robbins

に含まれる無髄線維が興奮するとコリン作動性ム

（1992）１）らは、子宮内にゴム製バルーンを挿入

スカリン受容体を介して子宮血流が増加し、下腹

―――――――――――――――――――――――――――
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図１ 子宮の機械的刺激に対する子宮に分布する自律神経求心性神経の活動
上段 : バルーンによる刺激部位．中段 : 伸展に応じる下腹神経および骨盤神経の発火頻度．下段 : バルーン内圧の変化（バル
ーン内圧が高めると子宮壁は伸展する）
．

神経に含まれる無髄線維が興奮するとαアドレナ

応は増強する。この場合中枢神経無傷時にはみられ

リン受容体を介して子宮血流が減少することを明

なかった後肢足蹠のピンチ刺激によっても子宮収縮

らかにした。子宮運動については、骨盤神経およ

が起こる。会陰部や後肢足蹠支配の感覚神経は、ラ

び下腹神経の刺激によりムスカリン受容体が興奮

ットの骨盤神経の節前ニューロン細胞体が存在する

し子宮の収縮が起こることが示された。

腰髄（L1-L6）５）付近に入力する。これらの結果か
ら、体性感覚刺激による子宮血流増加と子宮収縮

体性感覚刺激と子宮機能の調節
鍼灸療法に代表される体性感覚刺激は、子宮運
動および血流にどのような効果をもたらすのだろう

は強い分節性脊髄反射機構により調節されるが、中
枢神経無傷時は脳からの抑制を受け分節性脊髄反射
が抑えられていると考えられる。

か。Hotta（1999）４）らは、麻酔ラットの子宮体部

Akaishi（1988）ら６）は、卵巣を摘出しエストロ

の血流とバルーン法による子宮運動を連続的に測定

ゲン濃度を一定に保った麻酔ラットの子宮体と膣を

し、様々な脊髄分節の皮膚に機械的刺激を加え、子

伸展させたり、後肢足蹠にピンチ刺激を加えると、

宮血流と運動の変化を記録した。結果を図２に示

視床下部室傍核ニューロンの興奮がみられること、

す。後肢足蹠と会陰部に侵害性ピンチ刺激を１分間

体性神経、骨盤神経、下腹神経の電気刺激でも室傍

加えると子宮血流は増加を示し、会陰部については

核ニューロンの興奮はみられ、特に坐骨神経電気刺

非侵害性ブラシ刺激でも血流増加を示した。これら

激では調べたニューロンの80％が興奮することを報

の血流増加反応は骨盤神経の活動増加を伴ってお

告している。子宮以外の体性感覚刺激でもホルモン

り、子宮に分布する骨盤神経を切断すると反応も消

性に子宮機能を調節することが示唆されている。

失する。子宮収縮は会陰部のピンチ刺激のみが有効
であり、骨盤神経の興奮を伴って起こる。第１頚髄
の高さで脊髄を切断した急性脊髄ラットを作成し、
脳との連絡を絶つと子宮血流反応および子宮収縮反

おわりに
上記の基礎研究は麻酔下の非妊娠ラットを用い
た研究である。妊娠後期には、子宮筋層に分布す
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図２ 子宮血流と子宮運動に及ぼす体性感覚刺激の効果
Ａ :子宮血流，ａ，ｂ : 中枢無傷ラット(a)と急性脊髄ラット(b)の会陰部刺激による子宮血流の変化（典型例）
，ｃ−ｆ : 種々の
部位への体性感覚刺激による子宮血流の変化．
Ｂ :子宮運動，ａ，ｂ : 中枢無傷ラット(a)と急性脊髄ラット(b)の会陰部刺激による子宮運動の変化（典型例）
，ｃ−ｆ : 種々の
部位への体性感覚刺激による子宮内圧の変化．

る種々の神経線維が認められなくなることが、ヒ

Sympathetic and parasympathetic regulation of

トやラットで報告されている７）。また性周期によ

the uterine blood flow and contraction in the rat. J

り子宮に分布する骨盤神経や下腹神経求心性線維

Auton Nerv Syst. 1996;(59):151-8.

の閾値が変化する。これらさまざまな状況下で子

４）Hotta H, Uchida S, Shimura M, Suzuki H.

宮の神経性調節機構は変化する。しかしその詳細

Uterine contractility and blood flow are

はまだ明らかでない。「女性生殖器に対する体性

reflexively regulated by cutaneous afferent

感覚刺激の効果」に関する研究はようやく入口に

stimulation in anesthetized rats. J Auton Nerv

きたところである。多くの人がこの分野の研究に
参加し発展させることを期待したい。

Syst. 1999;(75):23-31.
５）Wall PD, Hubscher CH, Berkley KJ. Intraspinal
modulation of neuronal responses to uterine and

参考文献
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inputs from the uterus to the paraventricular
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女性と鍼灸
―婦人科領域の鍼灸治療―

形井

秀一
中村威佐雄
植月
筑波技術短期大学鍼灸学科

祐子

Gynecological Acupuncture and Moxibustion
KATAI Shuichi NAKAMURA Isao UETSUKI Yuko
Tsukuba College of Technology

Ⅰ．月経周期
産婦人科領域では、月経周期は、ホルモン分泌
状態を知るために重要な指標であったが、鍼灸治
療に於いては血液検査など直接的に産婦人科の状
態を把握する手段がないため、さらにその重要度
が高くなる。
月経開始日を第１日として次の月経開始日の前
日までの日数を月経周期日数という。その正常範
囲が、日本ではだいたい28〜38日（±６日）と考
えられているが、人種によって多少違いがあると
いわれ、ＷＨＯでは、正常月経周期を21日から37
日としている。月経周期は、ＦＳＨ、ＬＨ、エス
トロゲン、プロゲステロンなどのホルモンの影響
で、低温期と高温期が２週間ずつ続く二相であり、
28〜30日周期で月経があるのが基本の形である。
詳細に説明すると、低温相14日間の体温が36.4〜
36.5℃位で、その後排卵があり、体温が上昇して

図1

高温相となり、低温相と比べて0.4℃以上の高い状
態が９日以上続く、というのが一応正常な形であ
る。高温相が0.4℃以上と言うことは、36.8〜36.9℃

は、Ⅰ〜Ⅳ番。Ⅰは正常な形だが、ⅡからⅣは排

の高温相である。

卵はあり、低温期は２週間あるけれども、高温に

ところが、基礎体温を患者につけてもらうと、

なるまでに日数がかかったり、高温期の山が２つ

そのような理想的な基礎体温の形だけではなく、

に割れてしまったり、その２つの山のうち前半の

様々な形がある。それを松本ら１）がまとめたのが

山が高く後半が低かったり、前半の山が低く後半

図１である。正常な排卵があると考えられる周期

が高かったりというように、形がスムーズでない。

―――――――――――――――――――――――――――
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黄体機能不全という言い方もある。高温相の長さ

脳下垂体系のゴナドトロピンに何らかの影響を

が９日以内で、低温相と高温相の温度差が、0.3℃

与えている可能性があるとしている。また、エ

以下で、高温期の温度のばらつきが著明である状

ストラジオールとプロゲステロンは卵胞期にレ

態である。それから最後のⅤとⅥは、１週間くら

ベルが上昇傾向を示しているけれども、黄体期

いしか高温期がない状態と、全く高温期が見られ

には下降傾向を示しているとも述べている。

ない状態で、無排卵性の周期と考えられる。

長田 ３）は、ＦＳＨ、ＬＨ、ＰＲＬに対する
鍼の影響について報告し、ＦＳＨは変化なし、

Ⅱ．婦人科領域の鍼灸治療

ＬＨは全体としてやや上昇傾向、有効例１例だ

婦人科領域の鍼灸治療は、様々な疾患を対象に

けは明らかに減少を示し、また、有効例では、

行われているが、ここでは月経不順、月経困難症、

ＰＲＬは、ＦＳＨ，ＬＨよりも３〜５倍の有意

そして、冷え症を取り上げて検討する。

な上昇を示していると報告している。

これまで産婦人科領域の鍼灸治療で報告された

このように、鍼灸が女性の内分泌にどのよう

約350の日本語の論文を産科領域と婦人科領域に

な影響を与えるのかは明らかになっていないが、

分け、婦人科領域に関する論文を整理した。

山辺 ４）は、不妊症に対する鍼灸治療の報告の
中で、１例だがＢＢＴの変化を記録表で示して

１．月経不順
（１）月経不順の定義
先に述べたように、月経は一定周期（約28日）
で規則正しく繰り返されるのが基本的な形であ
る。その周期の異常（長短）で、無月経、稀発
月経、頻発月経に分類される。従って、月経不

いる。
（３）鍼灸による基礎体温表の変化の例
①症例１
ここで、筆者らが経験した例を提示する。
31歳の秘書をしていた女性で、身長168㎝、
体重65㎏であった。便秘気味で冷えのぼせがあ

順は、通称である。無月経は、妊娠や閉経後で

り、少し血圧が低い傾向にあった。30歳位まで

はないのに月経が招来しない状態である。稀発

は28日周期の月経で問題はなかったが、受診の

月経は年間月経回数が５〜10回に減少したもの

１年くらい前から10日前後月経周期が狂う状態

であり、頻発月経は25日以下の周期の月経を言

が出現していた。そして、1993年の12月から

う。

1994年の３月まで４ヶ月くらい、月経がない状

（２）過去の症例報告

態で、産婦人科でホルモン治療を受けていた。

月経不順に関しては、1981年から1993年まで

その結果一応月経は出現したが、ホルモン剤を

の論文を整理し、１例の症例報告が４名11件あ

連用したくないということで、鍼灸治療を希望

った。26歳から48歳までの女性で、平均年齢

した。

34.5歳。治療回数が３回〜311回、平均33.6回。
平均治療月数が１週間〜60ヶ月（約8.7ヶ月）で
あった。治療法は、鍼灸治療４例、円皮鍼４
例、皮内鍼４例、低周波鍼通電療法１例が行わ
れていた。治療結果は、正常化４、黄体機能改
善傾向２、無効１、不明３であった。
（３）鍼灸が女性内分泌に及ぼす影響
鍼灸が女性の内分泌に及ぼす影響に関して、
どのような研究があるかを整理した。麻生ら２）
がまとめた論文で、低周波鍼通電を１ヘルツか
ら３ヘルツで中極、関元、大赫に行った結果、
plasmaＬＨレベルの相対的な低下が見られ、間

図2
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図3
表1

図4

ＢＢＴの変化のみをグラフで例として示す。

表2

鍼治療を受ける２ヶ月くらい前からつけていた
基礎体温表で、鍼灸を始めて２ヶ月位までの間
を見ると、ほとんど高温期が無い形になってい
る（図2）。
２〜４ヶ月経つと、だんだん高温期がはっき
りしてきて（図3）、６〜８ヶ月後には低温期と
高温期とがきれいに２相性になった。この患者
は妊娠を希望していなかったため、月経不順が
問題ない状態になった時点で治療は終了とした
（図4）。
②症例２
症例２は月経不順で、不妊治療を希望してい

図5

た（表1,2）。
基礎体温の結果を示す。最初の頃は低温期が
長く続いて、高温期が短い周期だった（図5）。

温期と高温期の形は、６ヶ月くらいの所で、だ
いたい整ってきて、この後妊娠した（図7）。

２、３ヶ月後には高温期が明確にみられるよう

このように基礎体温の変化を観察すると、低

になってきたが、まだ低温期が長い状態が続い

温期と高温期があまりはっきりしていなかった

ている（図6）
。さらに治療を進めるに従い、低

り、低温期が長くて、高温期が短かったり、あ

（50）
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図6

表3

図7

るいは、低温期と高温期の形はあるが、一日一
日の上下動、毎日の温度差が非常に大きいとい
った基礎体温表の患者が、鍼灸治療によって、
だんだん理想の形（Ⅰ型）に近づくということ
がわかる。
２．月経困難症
月経困難症は、月経に伴って様々な不定愁訴が
生ずることである。頭痛、眩暈、吐き気（あるい

表4

は実際に吐いてしまう）、肩こり、下腹部痛、腰
痛、足の冷えが強くなるなど、様々な愁訴がある。
月経直前から月経中にかけて、愁訴が出現する場

べて一例報告で49症例の報告をしている（表3）。

合を月経困難症と言うが、月経一週間位前から愁

そのうち治療効果ありと判定していいと思われ

訴が出現して、月経が始まると楽になる場合を月

たものが42例（85.7％）、効果が明確でないもの

経前緊張症という。

が６例（12.2％）であった。また、明らかに効

ここでは月経困難症のうち月経痛を主訴とする
症例に関して、どのような報告があるかを検討す

果なしと判断せざるを得ないものが１例あった。
次に、複数症例を報告した論文を見る（表
4）。

る。
（１）過去の症例報告
1977年から1998年の間に、16名の著者が、す

1982年の久住から1997年の劉まで８名の著者
５）−12）が55.0〜100％の治療効果を報告してい
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る。治療法は、鍼、灸頭鍼、耳鍼、通電法、棒
灸などであるが、月経１週間前から始めたほう
が良いと明記している報告の他に、月経が始ま
ってから毎日、月経期間中行ったほうが良いと
いう報告が３例あった。
３．冷え症
（１）冷え症の定義
産婦人科領域では、「冷え」の問題が様々な
疾患のベース（つまり、原因）にあるのではな
いかと言われている。
「冷え」の定義は、九嶋13）が1956年に「体の
他の部分が冷たく感じないような温度で、体の
特定部位のみが特に冷たく感じる場合をいう」
としている。その他には、冷えやすい体質とか、

写真1

腰部以下が冷える病といったような、漠然とし
た言い方もある。また、冷えショウといっても、
九嶋のように「冷え性」と書くこともあるし、
「冷え症」と書くこともあり、また、冷感とも
言われる。さらに、1958年、斎藤14）は「系統
的な研究を行うに先立ち、先ず用語を決定して
おくべきである」として、「冷覚過敏症」に統
一することを提唱しているが、現在では「冷え
症」が定着している。英語では、feeling of cold
などと言われる（表5）。
（２）婦人科領域と冷え症
婦人科領域の疾患と冷え症の関係を検討した
報告を見ると、1958年に斎藤14）が、月経困難

写真2

症では332例中214例（64.5％）に、月経過多症
では74.8％に冷え症があったと報告している。
また、更年期障害については290名の女性にア
ンケート調査をして、「冷え」を有する群が有
しない群に対して、有意に多かったと1992年に
久米 15）が報告している。また、自律神経症状
としての肩こり、便秘、倦怠感、腰痛、火照り
などの自覚症状と冷え症の間には有意な差はな
表5

いと、1987年に近藤16）が報告している。
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冷え症のサーモグラムを検討してみる。写真
は、27歳の女性で、生理不順で鍼灸治療に来た
患者のものである。３月24日の時点では、足先
が写りづらい画像になっている。額と足先では
９℃くらいの温度差がある（写真1）。
治療を続けて４ヶ月後の８月12日には、この
差が６℃くらいになった。季節的な影響でこの
差が小さくなったとも考えられるが、生理不順
の改善もあり、自覚的な「冷え」の改善もあっ
た（写真2）。
冷えに対する鍼灸治療の目的は、下肢など冷
えのある部位の循環改善であるとか、骨盤内臓
器の循環改善を促すとか、自律神経失調傾向な
どを改善するとかいうことに加えて、冷え対策
の生活指導も行っていくことが一般的に行われ

表7

ている。
（３）冷え症に対する鍼灸治療効果
冷えに対する鍼灸治療の一例報告は、1977年
以降8症例が報告されている（表6）。また、複
数例で検討した論文17）-23）は７件あり、一番新
■
於
しいものは、1995年の坂口ら23）の報告で、症

血スコアやＶＡＳを指標として検討し、症
■
於血ス
コアでは有意に冷えが減少したことを報告して
いる（表7,8）。
４．不妊症
（１）不妊症の定義
不妊症は、日本産科婦人科学会用語委員会の

表8

定義によると、 生殖年齢にある男女が妊娠を
希望し、ある一定期間、性生活を行っているに
も関わらず、妊娠野成立をみない状態
一般的には

妊娠の成立をみない状態

です。
を不妊

とよび、 妊娠を希望し、医学的な治療を必要
とする場合 を不妊症と定義しています24）」。ま
た、不妊症とされる「妊娠しない性生活の期間」
表6

は、２年間であるが、不妊の原因となる明確な
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表11

表9

しているかというと、黄体機能不全、機能性不
妊、高プロラクチン値、その他卵巣水腫、卵巣
嚢腫などの病名で妊娠していると報告されてる
（表10）。
複数症例の報告は５件、合計で136症例あっ
た。161例中妊娠が57例（35.4％）あるが、報告
を個別にみると、24.4〜77.8％の妊娠率であっ
た（表11）。
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女性と鍼灸
―産科領域の鍼灸治療―

（主として骨盤位と早産予防について）
矢野 忠
笹岡 知子
明治鍼灸大学臨床鍼灸医学教室

Effect of Acupuncture and Moxibustion
for Breech Presentation and Threatened Premature Labor
YANO Tadashi SASAOKA Tomoko
Department of Clinical Acupuncture and Moxibustion
Meiji University of Oriental Medicine

Ⅰ．はじめに
そもそも成熟婦人においては、妊娠・出産は生

普及しているとは言いがたい。筆者らは、産科領
域において一定の範囲内で鍼灸療法を活用するこ

理的な現象であり、誰もが正常に分娩できる能力

とは有効かつ有用性が高いと考えているだけに、

を持っている。しかるに最近は微弱陣痛や乳汁分

現状よりは一層の普及を望んでいる。そのために

泌不足などのマイナートラブルを訴える産婦・産

も産科領域における鍼灸療法の有効性の検証とそ

褥婦が増えてきており、そのケアに鍼灸治療がし

の作用機序の解明が重要である。

ばしば用いられる。

そこで、ここでは主として骨盤位と早産予防に

何故、産科学が進歩した現代においても、なお

焦点を当て、これまで報告されてきた論文を整理

鍼灸治療を必要とするのか。その理由の一つは、

し、有効性とその作用機序について考察すること

自然分娩による出産への期待が高まる中で薬物療

とした。

法などの介入に対する抵抗感から、非薬物療法で
ある鍼灸療法に期待が寄せられているためではな
かろうか、と考えられる。

Ⅱ．骨盤位に対する鍼灸治療の効果とその作
用機序

非薬物療法である鍼灸療法は、その治療原理と
して自然治癒力を賦活することにおいていること

１．骨盤位に対する鍼灸療法の効果（矯正率）

から、薬物療法が制限される妊産婦に対して適用

『鍼灸甲乙経』（皇甫謐、256-282年と推定）の

性が高いといえよう。実際に鍼灸療法は安産の支

■
貌、652年）
婦人雑病あるいは『千金要方』（遜思辻

援をはじめとして、つわりの軽減、骨盤位の矯正、

の雑病の項では「女子字み難く」に対して崑崙穴

早産予防、微弱陣痛の促進、分娩時の和痛、乳汁

を用いると記載されている。一方、横産、逆産の

分泌不足の改善など様々な局面で用いられている

治療として『啓迪集』（曲直瀬道三、1574年）の

（図１）。
しかし、産科領域において鍼灸療法は、それ程

婦人門、『類経図翼』（張介濱、1624年）の七巻経
穴あるいは『和漢三才図会』（寺島良安、1712年）

―――――――――――――――――――――――――――
〒629-0392 京都府船井郡日吉町 明治鍼灸大学 臨床鍼灸医学教室 TEL.0771-72-1181 FAX.0771-72-0394
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図２．骨盤位の矯正に要した所要時間
（林田和郎、文献１、２より、一部改変）

の懐妊の項では至陰穴を用いると記載されている。

時間について、連日通院させて確認できた176例

このように時代あるいは古医書によって治療穴は

について分析したところ92例（52.3%）が24時間

異なるものの、難産、横産・逆産の治療に鍼灸療

以内であった（図２）。なお、矯正の不成功例に

法は積極的に用いられてきたことがわかる。なお、

ついては、なんらかの合併症を伴なった症例が59

『諸病源候論』（巣元方、610年）の巻四十三婦人

例中43例（72.9%）であったことから、合併症を

将産病諸候に横産、逆産は難産の原因であったと

伴った場合は東洋医学的療法では効果が期待でき

記されていることから、難産の多くは横産や逆産

ないと述べている。

の胎位異常であったことがうかがわれる。

また丹羽ら3）は28症例（27〜34週、平均30.6週）

今日でも骨盤位の矯正に鍼灸療法は、しばしば

を対象に湧泉（カマヤミニ両側で10壮）、三陰交

用いられている。林田1,2）は骨盤位矯正法として、

（千年灸両側で10壮）、至陰（棒状灸）に温灸を行

至陰の灸および三陰交の灸頭鍼を主とする東洋医

ったところ28例中25例で矯正（矯正率89.3%）さ

学的方法を主矯正法として採用した（主矯正法で

れ、３例は矯正できなかったと報告した。矯正で

矯正出来なかった場合は補助矯正法として①漢方

きた妊婦の多くは、治療中に軽い眠気を感じ、身

薬の投与、②至陰・三陰交以外の経穴への刺鍼、

体が温まる感じを受けたといい、しかも施灸前よ

③子宮筋鎮痙剤の投与のいずれかを加えた）。至

りは子宮緊張の自覚症状が軽減したと述べている。

陰の灸は半米粒大３壮とし、三陰交には灸頭鍼

このことから灸療法による胎位矯正の機序として

（３壮）を行った。なお、反復施行する場合は２

子宮緊張を緩和することによって胎動が増加し、

〜３日間隔とした。その結果、584例（28週未満

正常胎位へと矯正を促したのではないかと考察し

の症例、多胎妊娠、重症妊娠中毒症、前置胎盤な

ている。この他にも向井ら4）は、88例に対し至陰

どの異常妊娠例と34週以降にはじめて受診した妊

の灸と三陰交の灸頭鍼を主とした治療（週２回）

婦は適応外として除外）中525例が矯正され、矯

により矯正した症例は65例（73.9%）であったと

正率は89.9％であったとし、骨盤位の胎位矯正法

報告している。特に34週未満では頭位への矯正率

として東洋医学的治療法は優れた方法であること

が高く、27〜28週で骨盤位の診断がついた時から

を報告した。矯正成功例での治療回数については

施行することがより効果的であると述べている。

525例中、３回までに141例（26.9%）、４回までに

筆者ら5）も助産婦の協力を得て、166例の骨盤位

412 例（78.5%）が矯正されたと報告している。な

の妊婦を対象に灸治療の効果について検討したと

お副作用については反復施行した場合でもまった

ころ矯正した症例は127例で矯正率は76.5%であっ

く認められなかったとした。更に矯正確認までの

たが、灸治療開始週数が早いほど矯正率は高かっ

2001.2.1

（57）

セミナー

57

図３．妊娠月と矯正率（添田陽子、文献５より）

図４．膝胸位群と温灸群とにおける分娩時骨盤位の比率
（高橋佳代、文献８より、一部改変）

た（図３）。灸治療は三陰交にカマヤミニまたは

いだ姿勢（仰臥位で股関節と膝関節を屈曲した状

知熱灸5壮を、至陰に知熱灸5壮を行った。なお、

態）で至陰に温灸（膝まで温かくなるか、あるい

灸治療で頭位に矯正できなかった要因を分析した

は胎動が激しくなるまで温灸を行う）を行い、そ

ところ最も重要な因子は施灸開始時の妊娠週数で

の後は胎児頭腹側を下にした側臥位をとらせる方

あり、妊娠週数が高くなるにつれて矯正率は低下

法を、１日３回繰り返し行わせた。なお外来では

した。また分娩経験の有無から矯正の阻害因子を

脈診によって脈の乱れがある場合のみ補法の鍼で

検討したところ、初産婦では臍帯長の過短と子宮

脈を調えてから、温灸を行った。その結果、膝胸

の硬度が、経産婦では臍帯の巻絡が示唆された。

位体操（骨盤位の矯正体操、通称逆子体操）のみ

この他にも松本6）は両側の三陰交と至陰に施灸

を行った715例では骨盤位での分娩は51例7.1%で

（半米粒大３ないし５壮）、その後に両側三陰交ま
郤門に皮内鍼を３〜４日間留
宏
たは左右いずれかの殺

あったのに対して、32週から温灸を行った（膝胸

置する方法を24例の骨盤位の妊婦を対象（24週〜

温灸によって有意に骨盤位分娩が抑制できたと報

31週、平均28週）に行ったところ22例で矯正した

告した（図４）。なお胎位矯正の阻害因子として

と報告している。さらに田川ら7）は261例（この

羊水量の減少と臍帯長が短いことを挙げている。

内24週が１例、36週が１例）を対象として週１回

位体操無し）722例では28例3.9%であったとし、

なお、鍼治療のみでの報告も幾つかある。呉9）

通院による鍼灸治療（至陰の透熱灸と三陰交の灸

は70例（６ヶ月〜10ヶ月）を対象に三陰交と至陰

頭鍼で熱感を強く感じるまで行う）と自宅におけ

に刺鍼（やや上向けに）し、得気が上に起こるこ

る灸療法（至陰の透熱灸を熱く感じるまでと三陰

とを確認してから置鍼20分間行ったところ、61例

交のカマヤ灸1〜３壮で熱くなるまで）との組み

87.1%が矯正したと報告した。また宮地ら10）も143

合わせで行ったところ、矯正率は７ヶ月で93.2%

例（20-23週１例、24週-27週21例、28週-31週57

（83/89例）、８ヶ月では92.3%（144/156例）、９ヶ

例、32週-35週49例、36週以降15例）を対象に三

月では85.7%（12/14例）であったとし、鍼灸治療

陰交と至陰に置鍼15分間行ったところ、104例

は胎位矯正に有効であったと報告している（24週

72.7%矯正したと報告した。

と36週の症例はいずれも矯正、ここでは月別で除
外）。
高橋らも自宅での温灸を主とした方法で優れた
結果を報告している。高橋ら8）は、自宅でくつろ

以上のように胎位異常の鍼灸療法においては、
三陰交と至陰はほぼ常用穴として使用され、一定
の臨床成績をあげている（表１、表２）。しかし、
これまで胎位矯正の鍼灸療法の臨床研究について
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表１．骨盤位に対する鍼灸療法の治療内容

林田和郎

三陰交（灸頭鍼３壮）
、至陰（半米粒大３壮）を主穴

丹羽邦明

湧泉（カマヤミニ10壮）、三陰交（千年灸10壮）、至陰（棒灸）

向井治文

三陰交（灸頭鍼）
、至陰（透熱灸）

松本

三陰交（半米粒大３〜５壮）、至陰（半米粒大３〜５壮）
、その後両側三陰交と右または
郤門への皮内鍼
左の殺
宏

勇

添田陽子

三陰交（知熱灸またはカマヤミニ５壮）
、至陰（知熱灸５壮）

高橋佳代

至陰（温灸、膝のあたりまで暖かく感じるか胎動が激しくなるまで、自宅で１日３回）

田川健一

三陰交（灸頭鍼）と至陰（透熱灸）で熱感を感じるまで

Cardini

至陰の棒灸（我慢できるぎりぎりの熱さ、片方15分間づつ）

表２．骨盤位に対する鍼灸療法の矯正率（主要論文より）

矯正率
呉

妊娠週数・月

87.1%（61/70例）

6ヶ月〜10ヶ月

1985

林田

89.9%（525/584例）

28週〜38週

1988

松本

87,5%（21/24例）

24週〜30週

1991

向井

73.9% （65/88例）

28週〜36週

1992

宮地

72.7%（143例）

20週〜 36週

1994

丹羽

89.3%（25/28例）

27週〜34週

1994

添田

76.5%（127/166例）

24週〜 39週

1994

高橋

61.4%（35/57例）

32週

1995

田川

92.2%（239/259例）

7ヶ月〜9ヶ月

1997

Cardini

75.4%（98/130例）

33週

1998

はランダム化比較試験（RCT：randamized controled

午後5時から8時の間に行うよう指示した。１週間

trial）による研究は皆無であった。従って対象の

の灸療法で矯正されなかった症例には更に１週間

問題点（対象のバイアス効果、対照群がない、対

継続とした。なお、対照群35週目の検査で矯正さ

照があってもランダムに割り付けられていない等）

れなかった場合は、EVC（External cephalic version）

や自然矯正率との差について不明であった。

を受けることができるようにされた。その結果、

この点についてCardiniら 11） は260例を対象に

35週目の検査では矯正率は、介入群で75.4%

RCTによる研究を行い、至陰の灸療法の有効性を

（98/130例）、対照群で47.7%（62/130例）であり、

実証した。Cardiniらは妊娠33週目にある初産婦

分娩時では介入群で75.4%（98/130例）、対照群で

260例をランダムに割り付け、介入群130例（棒灸

62.3%（81/130例）であったとし、灸療法は骨盤

群）、対照群130例（灸療法は行われず、一般的な

位の矯正に有効であることを明らかにした（図

治療を受けた群）とした。介入群は至陰の棒灸

５）。更に治療期間中における胎動回数において

（片側15分間ずつ30分間）を１日１回（87例）あ

も介入群は対照群に比して有意に多かったと報告

るいは２回（43例）を１週間行うこととし、パー

した（図６）。このようにCardiniらの研究はRCT

トナーに我慢できるギリギリの熱さ（局所の血管

による臨床研究で、これまで指摘されてきた問題

拡張で充血はするが、水疱を生じない程度）で刺

点をクリアーした価値ある研究である。

激するよう指示した。また刺激時間は可能な限り

なお、骨盤位に対する鍼灸療法の効果的な方法
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図５．骨盤位に対する灸療法の効果
（Cardini F、文献11より作成）
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図６．胎動に及ぼす灸療法の影響
（Cardini F、文献11より作成）

し、林田1,2）は治療中あるいは治療後に下肢全体
の皮膚温が上昇することから、循環改善作用が骨
盤内血行動態にも影響を及ぼし、子宮・骨盤循環
の変動をもたらしたとし、このことにより子宮筋
緊張状態の微妙な変化や胎動の亢進が胎児の回転
を促進したのではないか考察している。丹羽ら3）
も矯正できた妊婦の多くは、治療中に身体が温ま
図７．温灸による胎動の変化
（高橋佳代、文献８より引用）

る感じを受けたといい、しかも施灸前よりは子宮
緊張の自覚症状が軽減したとし、このことから灸
療法による胎位矯正の機序として子宮緊張を緩和
することによって胎動が増加し、正常胎位へと矯

として、リラックスした姿勢で熱感（足部や腹腰

正を促したのではないかと考察している。その他

部の温かい感じ）や胎動を感じるまでお灸（灸頭

の報告でも鍼灸療法を行っている間やその後に胎

鍼含む）を行い、その後は安静にする、といった

動が増加することが記載されているが、この点に

ことが共通しているようである。しかも鍼灸療法

ついてCardiniら11）は対照群に比べて灸療法群で

の副作用の報告はなく、安全であると指示する報

胎動が増加することを明らかにした（図６）。同

告が多かった。また、鍼灸療法による胎位矯正の

様に高橋らは図７に示すように温灸刺激中の後半

阻害因子について各報告を整理すると、子宮の奇

から刺激終了後にかけて胎動が増加することを確

形、多胎妊娠、重症妊娠中毒症、前置胎盤、過短

認した。

臍帯、臍帯巻絡、羊水量の減少などであり、この

また、高橋ら8）は温灸が骨盤内血行動態にどの

ような場合は鍼灸療法では困難であることが示さ

ような影響を及ぼすのかを超音波ドプラー法で子

れた。

宮動脈と臍帯動脈のR.I（risisrance index）を指標
に検討したところ、温灸刺激によって両者共に有

２．骨盤位に対する鍼灸療法の作用機序

意に低下し、しかも胎位が矯正した群ではそうで

鍼灸療法でなぜ骨盤位が矯正されるのか、その

ない群に比べてR.Iはより低下したとし、その原因

作用機序については今のところ不明である。しか

は子宮筋の弛緩によるもので、この子宮筋の弛緩
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図８．温灸による子宮動脈
（Ut.A）
・臍帯動脈
（Um.A）
の血流動態に及ぼす効果
（高橋佳代、文献８より作成）

が胎動を容易にし胎位矯正を促したものと考察し

ところ、子宮動脈のP.I（ Pulsatility index ）は有

ている（図８）。

意に減少、すなわち子宮動脈の血流量は有意に増

このように鍼灸療法は子宮動脈（Ut.A）あるい
は臍帯動脈（Um.A）の血流抵抗を減少させ、血
流量を増加させる作用があることが示されたが、

加し、その効果は10-14日後にも認められたとし、
不妊治療に有用であると報告した。
以上、現在における骨盤位に対する鍼灸の作用

鍼通電療法にも同様の効果があることがElisabet

機序に関する考察である。子宮筋の弛緩や子宮循

Stener-Victorinらの研究で明らかになった。Elisabet

環が変化するといった現象からいって自律神経系

Stener-Victorinら12）は不妊症の婦人10例に対して

を介した機序が想定されるが、未だ生体内におけ

腎兪・膀胱兪に100Hz、三陰交・承山に２Hzの鍼

る子宮収縮の神経性調節は不明な点が多く13）、今

通電療法を30分間を週２回、４週間で８回行った

後の検討課題である。

Ⅲ．早産予防に対する鍼灸療法の効果とその
作用機序
１．早産予防に対する鍼灸治療の効果
切迫早産は多胎、羊水過多症など原因が明らか
なこともあるが、多くの場合は原因不明である。
しかし、早産の動力源は子宮収縮にある14）こと
から子宮収縮の抑制がとられる。そのために現在、
切迫早産に対しては基本的にはまず安静療法（側
臥位）であるが、カルシュウム拮抗剤、β2刺激
剤、硫酸マグネシュウムなどの子宮抑制剤が用い
られる。
図９．切迫早産スコアーに及ぼす灸療法の効果
（釜付正勝、文献15より、一部改変）

一方、古来から安産あるいは骨盤位の矯正にお
灸が用いられているが、早産の予防についても一
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表３．切迫早産患者の症例

１．症

例：31歳の女性、妊娠歴は1回あるが、出産経験はない。平成6年8月16日、33週目の定期診断時に
子宮口開大・腹部の張りの所見より切迫早産と診断、即入院となる。入院中は安静。ウテメ
リン（交感神経β2-受容体刺激剤で塩酸リトドリン）の持続点滴等の処置が行われるも子宮
口開大・腹部の張りは変化なく、8月18日より灸療法を併用することとなった。
２．灸治療：灸治療は至陰に半米粒大5壮と三陰交に半米粒大3壮を行った。
３．経 過：8月16日33週、体重58.2kg、子宮口開大3cm で切迫早産と診断され、ウテメリンの持続点滴が
開始された。 17日も同様にウテメリン3Tの静注。しかしながら腹部の張りの自覚症状が消失せ
ず、 18日に灸治療を開始した。施灸後は腹部の張りの自覚症状は消退した。19日も灸治療を
行ったが、子宮口の開大は変化せず、20・21・22日はウテメリン持続点滴と灸治療を併用し
た。その後も23日はウテメリン3Tと灸治療、24日・25日は灸治療のみとした。26日はウテメ
リン4Tと灸治療の併用、依然と子宮口開大には変化なかったものの、腹部の張りが軽減・消
失し、症状が安定したために8月26日に退院となり自宅での施灸・安静を指導した。自宅では
毎日施灸を継続し、9月17日に施灸中止した。しかし、再び腹部の張りを自覚したため、施灸
を再開したところ症状軽減し、9月20日38週で正期産で分娩した。

図10．切迫早産患者の子宮収縮に及ぼす灸療法の効果（釜付正勝、文献15より引用）

部では灸療法が試みられ、興味ある成績が報告さ

メリン（塩酸リトドリン、交感神経β2受容体刺

れている。

激剤）で腹部の張り感が全く軽減しなかった切迫

釜付らは15）、切迫早産に対する灸療法の効果に

早産の症例に三陰交（半米粒大３壮）と至陰（半

ついて検討した。対象は切迫早産と診断された16

米粒大5壮）の透熱灸を行ったところ、施灸直後

例で、三陰交・湧泉に対してカマヤ灸、千年灸の

から軽減し、早産することなく正期産まで誘導で

温灸刺激を、至陰には棒灸を行い、更にマイクロ

きたとし、施灸によって切迫早産の管理が維持で

波灸（マイクロ波の熱効果による現代的な灸）に

きたのではないかと報告している（表３）。

より１ヶ所の経穴につき5〜6回の刺激を行った。
その結果、切迫早産スコアは減少したことから、

２．早産予防に対する鍼灸療法の作用機序

灸療法は切迫早産の新しい治療法として有効であ

切迫早産の対応の中で最も重要な管理は、子宮

るとし、他の薬物療法や点滴との組み合わせで切

の収縮を抑制することである。妊娠中期及び末期

迫早産の管理がより有効なものになると報告した

の切迫流早産の子宮収縮については、子宮中部及

（図９）。また森ら16）は症例レベルであるが、ウテ

び下部の収縮が正常分娩時の収縮よりも強いのが
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図11．灸療法による切迫早産患者の症状の変化
（釜付正勝、文献15より、一部改変）
図12．子宮動脈・臍帯動脈の血流動態に及ぼす灸療法の効果
（釜付正勝、文献15より、一部改変）

特徴であるとしている14）。また、切迫早産例では

推論を交えて紹介した。特に作用機序の詳細につ

日内変動として夜間に子宮収縮が増強する例が

いては、これからの研究にまたなければならない

50.7%と正期産の38%よりも多く、外出・入浴時

が、治療中の観察結果が作用機序を推論する上で

にも正期妊娠時よりも収縮が増強することが多い

種々の示唆を与えてくれることを痛感した。いか

17）
。すなわち切迫早産時には子宮収縮が起こりや

に臨床観察が重要かを改めて思い知らされた。

すいといえる。このように切迫早産に対して子宮

一方において、これまでの研究成果は、産科領

収縮を抑制することが対応として求められるが、

域における鍼灸療法の可能性を明確に呈示したも

一般的には安静を基本に子宮収縮を抑制する薬物

のと思う。妊娠・分娩は成熟婦人においては生理

療法が行われている。しかし、釜付ら15）の報告に

的な現象であり、誰もが正常な妊娠・分娩が可能

見られるように灸療法でも異常な子宮収縮は抑制

であるとすれば、妊娠中の様々なマイナートラブ

され（図10）、しかも腹部の張った感じは軽減し、

ルは、内在性の治癒力の低下に起因するとみなす

同時に腹部や全身の温感が生じ（図11）、しかも

ことができる。その機構に非薬物療法である鍼灸

子宮動脈及び臍帯動脈の血管抵抗値は減少し、血

療法は比較的良好に介入し、妊婦の有する自然な

流量の増加が起こる（図12）。このような現象は

妊娠・分娩の機構を賦活・支援することが可能で

骨盤位での反応（図８）と酷似しており、同様の

あることが示された。特に骨盤位及び早産に対し

機序が関与しているものと思われる。

ては安全で臨床効果も高く、有効な治療に成り得
ることが示された。

Ⅳ．さいごに

これからは、これまでの鍼灸療法の成果を広く

産科領域における鍼灸臨床について、主として

公開し、産科領域における鍼灸療法の位置づけが

骨盤位の矯正と早産予防について、これまでの研

正しくなされるよう努力することが重要であると

究成果をまとめ、現状における作用機序について

考える。勿論、そのことを推進するには有効性の
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検証と作用機序の解明は常に求められることであ
り、研究の推進は言うまでもないことである。
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女性と鍼灸
―産婦人科領域の鍼灸の安全性―

形井

秀一
中村威佐雄
植月
筑波技術短期大学鍼灸学科

祐子

Safety of Obstetrical and Gynecological Acupuncture and
Moxibustion
KATAI Shuichi NAKAMURA Isao UETSUKI Yuko
Tsukuba College of Technology

Ⅰ．はじめに
産婦人科領域の鍼灸治療を行う場合、他の疾患

行ってはいけない、行うと不幸にして子供ができ
なくなると、書かれている。また、280年に書か

の場合以上に、鍼灸による副作用（特に、流産の

れた『甲乙経』にも、「石門」には禁ずるとあり、

誘発）が問題視される。鍼灸の副作用についての

また「乳中（これは穴を指すのか乳房自体を指す

論議やそのための実験的な裏付けの検討などは、

のか分からないが、少なくとも乳房部分）」への

まだ充分であるとは言いがたい状況である。「女

治療は鍼灸ともに禁じ、652年の『備急千金要方』

性と鍼灸」の問題を論じるセミナー開催に当たり、

にも、「乳中」には禁ずとあり、「石門」にもお灸

産婦人科領域での鍼灸の安全性についても、触れ

をしてはいけないとある。さらに、1026年の『銅

ておきたい。

人兪穴鍼灸図経』には「石門」および「三陰交」、

Ⅱ．文献に見る産婦人科領域の鍼灸治療

表１

灸の禁忌②
禁忌の場合

１．教科書の記載
東洋療法学校協会が編集した『鍼灸理論１）』の
教科書には、「鍼灸の禁忌」として表１のように
述べられており、「受胎３ヶ月以内、分娩前３ヶ
月以内」は鍼灸治療を行ってはならないことにな
る（表１）。しかし、この通りであるとすると、例
えば、つわりや逆子に対する鍼灸治療はできない
ことになる。これらは今後再検討が必要であろう。
２．古典の産婦人科関連の禁鍼、禁灸
さて、まず、古典において、産婦人科領域での
禁鍼、禁灸がどのように記載されていたかをみる
（表２）。『黄帝内経明堂』には、「石門」は女子に

以下に述べる場合は，鍼施術，灸施術とも禁忌
とする。
①受胎３ヶ月以内，分娩前３ヶ月以内。
②飲酒酩酊時。
③精神異常が認められる場合。
④伝染病の疑いがもたれる場合。
⑤高熱症状を呈している場合。
⑥病名不明で，重篤症状を認められる場合。
⑦衰弱が甚しく，生気にかけている場合。
⑧血圧が異常に高い場合。
⑨血圧が異常に低い場合。
（社）東洋療法学校協会編 『鍼灸理論』28頁

―――――――――――――――――――――――――――
〒305-0821 茨城県つくば市春日4-12 筑波技術短期大学 TEL.0298-58-9533
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表２．産婦人科鍼灸の禁鍼禁灸穴について

黄帝内経明堂

後漢

石門：女子禁不可刺灸。不幸使人絶子。
主治･･･絶子。

鍼灸甲乙経
皇甫謐

282

乳中禁不可刺、･･･右刺禁
乳中禁不可灸、･･･石門女子禁不可灸、･･･右禁灸

備急千金要方
■
貌
孫思辷

652

鍼禁忌法：･･･、刺乳上中乳房為腫根蝕､･･･、乳中禁不可刺
灸禁忌法：･･･、石門女子禁不可灸、･･･

銅人月兪穴鍼灸図経
王惟一

1026

石門･･･、婦人因産悪露不止遂結成塊崩中漏下灸亦良可
灸二七壮至一百壮止婦人不可鍼鍼之終身絶子。
合谷･･･、今附若婦人妊娠不可刺刺之損胎気。
三陰交･･･、昔有宋太子性善医術出苑逢一懐妊婦人太子曰
是一女也令徐文伯亦之此一男一女也太子性急欲剖視之臣謂
鍼之寫之三陰交補手陽明合谷應鍼而落果如文伯之言故妊娠不
可鍼。崑崙に婦人科の記載無し

聖済総録
曹孝忠

1111

石門雖在可刺在婦女則為大禁。
刺乳上中乳房為腫根食。
乳首不可傷傷即令人命絶不可治也。

鍼灸資生経
王執中

1220

石門････婦人不可針針之終身絶子、･･･。
銅人云鍼之絶子千金云灸之絶孕要之婦人不必鍼灸此。

鍼灸大全
徐鳳

1439

孕婦不宜鍼合谷、三陰交内亦通倫、
石門鍼灸應須知、女子終身無妊娠。

鍼灸大成
楊継洲

1601

孕婦不宜鍼合谷、三陰交内亦通論、
石門鍼灸應須忌、女子終身孕不成。
崑崙･･･、妊婦刺之落胎。

類経図翼
張介賓（景岳）

1624

孕婦不宜鍼合谷、三陰交内亦通倫、
石門鍼灸應須知、女子終身無妊娠。

医宗金鑑
呉謙

1742

孕婦不宜鍼合谷、三陰交内亦通論、
石門鍼灸應須忌、女子終身孕不成。

「合谷」のいずれも、禁ずるとある。「石門」は、

するという記載がある。これは、『千金要方』の

妊娠時でなくても、女性にはやってはいけないと

崑崙の難産の時の治療の選穴を踏まえてのことで

古くから記載されていたが、「合谷」、「三陰交」に

あると考えられる。

ついては、おそらくこの『銅人兪穴鍼灸図経』が
最初の記載であろう。以下、1742年まで、「合谷」、
「三陰交」を禁ずるとする記載が出てくるのは、

このように、産婦人科領域の鍼灸治療において、
鍼灸を行ってはいけない（禁ずる）という記載は
古くから見られる。

『銅人兪穴鍼灸図経』を踏まえたものであると考
えられる。さらに、1601年の『鍼灸大成』には
「崑崙」には妊娠時に治療してはいけない、流産

３．現代の産婦人科関連の副作用の検討（表3）
以上のように、古典を検討すると千年代に入っ
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て、妊娠中の「三陰交」の灸、あるいは妊娠中の

は月経困難症22例に鍼をして、不快な副作用はな

治療自体が問題であるという記載がみられ、以降、

い、松本11）は安全面で特にすぐれている、と報告

現代に至るまでそれは継承されてきた。

している。

しかし、1952年に、石野２）は、20例の妊婦の

さらに、向井12）は、103例の骨盤位の矯正のた

「三陰交」に、３〜５壮の半米粒大の施灸を行っ

めの灸治療で、早産、子宮内胎児死亡はなく、ま

て、何ら副作用を認めなかったと始めて報告し、

た、分娩時仮死がみられた例でも本矯正方による

以来「三陰交」施灸の効果に関する論文の発表を

ものと思われないとし、「本矯正法は胎児に対す

続け、妊娠中の三陰交の刺鍼や施灸に新たな試み

る副作用は認められず安全な手技と思われた」と

が始まった。だが、60年代に代田３）は、「三陰交」

結論付けた。相羽は13）「副作用は全く認めず」、添

は古来妊婦に禁じられているので、これに従って

田14）は「母子に対する悪影響は認められず」、宮

私はやらない、４ヶ月すぎれば差し支えない、と

地15）は副作用として「施行初回時に嘔気が4例み

述べている。

られた」、高橋16）は、「安全面では特に優れてい

80年、陳４）は、妊娠中の100例に対して不定愁

る」とそれぞれ報告した。

訴の治療を、他の300例に中絶目的で鍼を行った

98年のカルディニ17）の報告でも、逆子治療の

が、結果的に流産は一例もなかったと報告してい

ための「至陰」の棒灸で副作用は起きなかったと

る。（中絶目的の鍼は、鍼灸の国情を反映してい

記載している。

て、日本では違和感を覚えるかもしれないが、そ

この様に、98年までの論文は、宮地以外は臨床

のまま報告する）。その結果、だるくてしびれた

上発生した副作用等の問題を指摘していないが、

感じがしたが294名、腫れた感じがしたが４名、重

99年になって、副作用の発生を4論文が報告して

度の麻痺感が２例であった。しかし、結局、古来

いる。これらは、日産多摩川病院のドクターから

から妊娠中の禁鍼、禁灸穴といわれる「三陰交」

依頼された患者さんに治療を試みて、結果的に中

と「合谷」に中絶目的で刺鍼したが、流産は全く

止することになった症例の報告である。

起きなかった。その結果、妊娠に対して無害で、

布施18）は、骨盤位の患者に三陰交と至陰の2回

疾病治療に有意であると結論し、妊娠中の禁鍼穴、

の施灸を行い、早産傾向となったため中止した。

禁灸穴である「合谷」、「三陰交」は使ってはいけ

向田 19） は、不正出血の27週の妊婦に「三陰交」

ないという説は信頼できない、もっときちんと研

の灸の治療を行い、不正出血の量が増大したため

究すべきであって、古来からある説だけを鵜呑み

に、２回試みた後中止した。また、奥定20・21）は

にしてはいけないと述べている。

１例は、「三陰交」と「至陰」のお灸で33週の妊

81年には、蠣崎5）は、20名の女性に鍼刺激を行

婦の腹部緊満感に治療して、緊満感が持続するの

って、副作用がないことを報告した。83年に周6）

で、効果が上がらなくて中止し、他の一例は、30

が、妊娠２ヶ月以下から９ヶ月の50例の妊婦に

週の骨盤位の妊婦の「三陰交」と「至陰」のお灸

「三陰交」、「合谷」の刺鍼を１回〜10回行った。

中に、切迫流産傾向になり、２度試みて２度とも

その結果９ヶ月目の２例が、８回の治療後無事出

同じ傾向となったので中止したと報告している。

産し、他の48例は何の変化も起きなかったという

このように、過去の多くの論文で、副作用はな

報告をしている。
87年に林田７）は、584例の逆子の治療のため、
灸頭鍼を「三陰交」に行ったが、「本法は、安全

いとしているが、94年と99年に、流産などの重篤
な問題ではないが、副作用論文の報告がみられた。
今後、産婦人科領域の鍼灸治療を行う場合に

で、矯正率の高い方法である」と報告している。

は、過去の論文も踏まえ、慎重に行い、問題が生

90年には、吉元８）は、「注意して行う必要はある

じる徴候が見られるときは速やかな対処をする必

が、恐れるものではない」とし、安田９）は（鍼灸

要があろう。

は-著者注）腰痛、腹痛、嘔気等があるとされてい
るが妊婦からはその訴えはなかったとし、小林10）
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表３
石野信安２）（１９５２）
20例の妊婦に施灸。
古来、妊娠中の禁鍼穴と考えられていた三陰交に、健
康妊娠後半期において、３−５壮の半米粒大の施灸を
しても何ら副作用を認めない。

代田文誌３）（１９６９）
この穴（三陰交）は、古来妊婦には堕胎の恐れありと
して鍼灸することを禁じられている。私もこれに従う。
石坂宗哲は 故人此事有るか、世は敢えて信ぜず とい
っている。けれども古人に従った方が無難である。某
人は合谷と三陰交に鍼することにより人工流産に成功
した例が相当数あるという。私は妊娠初期には（これ
らの穴に）鍼灸をしないことにしている。但し、四カ
月過ぎれば差し支えない。

陳吉生４）（１９８０）
100例の妊婦の疾病治療のために鍼治療。また、中絶目
的で300例の妊婦に鍼治療。
流産は全くない。だるくしびれた；294例、腫れた感
じ；４例、重度麻痺感；２例
「妊娠している諸種の患者に対する刺鍼治療中の経過は、
ただ単に、妊娠に対して無害であるばかりでなく、疾
病治療に有利に作用することが分かった。
」
「禁針禁灸穴と言われているものは、何らかの医療事故
が過去にあって、そのために禁針・禁灸穴とされたの
ではあるまいと考えられる。
」
「ある穴位が禁鍼穴であったり禁灸穴であったりすると
いうのは、絶対的なものではない。であるから妊婦に
対する合谷・三陰交穴の禁針説もまた信じるに頼るに
は不足したところがある」

蛎崎要５）（１９８１）
20例の女性にハリ刺激をし、血中ホルモン測定を行っ
てハリの影響を検討。
「副作用がなく、簡単に行いうる置鍼による鍼刺激
は･･･、･･･。
」
（結語）

周淑英６）（１９８３）
５０例の妊婦の禁鍼穴に刺鍼
２例が無事出産し、４８例には何らの影響もなかった
ので、妊娠中の刺鍼はほとんど胎児に問題ない。

林田和郎７）（１９８７）
灸頭鍼法を584例の逆子の妊婦に行った。
「本法は、安全で有効率の高い矯正法」
。

吉元昭二８）（１９９０）
注意して行うことは必要であるが、恐れるものではな
い

安田育代９）（１９９０）
灸の副作用として、腰痛、腹痛、嘔気等があるとされ
ているものの、妊婦からは不快等の訴えもなく、子宮
収縮もほとんど認められなかった。

小林晃10）（１９９０）
月経困難症22例に鍼。
「不快な副作用無し。刺鍼部の局所的な発赤；６例、だ
るい感じ；５例、眠気；４例、暖かさ；４例」

松本勇11）（１９９１）
鍼灸による骨盤位矯正法は、確実性という点ではやや
劣るが、副作用などは他施設での症例も含めて、ほと
んど見られず、安全面で特にすぐれていると言える。

向井治文12）（１９９３）
103例にたいする至陰と三陰交の灸
分娩児仮死は、･･･、本矯正法によるものとは思われな
かった。
本矯正法施行による早産は１例もなかった。
子宮内胎児死亡はない。
以上より本矯正法は胎児に対する副作用は認められず
安全な手技と思われた。
本矯正法で矯正不成功の骨盤位の分娩方法については、
不成功の原因として考えられる因子が、経腟分娩を試
みた場合、胎児仮死を誘引する可能性が高いため、帝
王切開が望ましいと思われる。

相羽早百合13）（１９９４）
副作用はまったく認められず、かえって下肢静脈瘤の
改善がみられた。

添田陽子14）（１９９４）
（考察）
施術により子宮収縮や胎児・骨盤系などの母児に対す
る悪影響は何ら認められず、施灸法とｋｃｐを併用し
た胎位矯正法はきわめて安全性が高い矯正方法である
ことが確認された。
（結果）
灸施術により子宮出血や子宮筋の過緊張、微弱陣痛、
胎動の低下など、妊娠経過における異常所見は認めら
れず、母児に対する悪影響も生じなかった。

宮地直丸15）（１９９４）
鍼療法による副反応は施行初回時に吐気が4例みられた。

高橋佳代16）（１９９５）
緊急処置を要するような危険性はなく安全面では特に
優れている。

フランシスコ・カルディニ17）（１９９８）
260例のランダム化比較試験。至陰の棒灸の効果の研究。
棒灸介入群では治療中に副作用は起きなかった、治療
後に早産２例（中１例は前期破水）

布施存子18）（１９９９）
三陰交と至陰の２回の施灸で、早産傾向となったため
中止した。

向田宏19）（１９９９）
三陰交の灸で２７週の妊婦の不正出血量が増加し中止
（２度試み２度とも）

奥定由香子20）（１９９９）
三陰交と至陰の灸で３３週の妊婦の腹部緊満感治療。
しかし、緊満感の持続で中止

奥定由香子21）（１９９９）
三陰交と至陰の灸で３０週の骨盤位の妊婦が切迫流産
傾向となり中止（２度）
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