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ここまで分かった鍼灸医学−基礎と臨床との交流
脳機能および中枢神経疾患に対する鍼灸の効果と現状
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旨

脳機能および中枢神経疾患に対する鍼灸の効果と現状を総合テーマとして、当該領域
のレビューを行った。基礎研究における動物実験のレビューでは、麻酔ラットへの鍼刺
激による大脳皮質および海馬の血流量に及ぼす影響とその機序を中心に紹介した。ヒト
を対象とした基礎研究のレビューでは、fMRI、脳磁気図、脳波（事象関連電位）などを
指標とした鍼の効果に関する知見が総括された。また、中枢神経疾患に対する鍼灸の効
果に関するレビューについては、脳血管障害後後遺症に対する鍼治療の有効性について
総括すると共に、痙性抑制あるいは廃用症候群の改善による QOL 向上の可能性について
も考察した。
キーワード：鍼、灸、脳、脳血流、脳波、脳血管障害、動物実験、ヒト

Ⅰ. セミナーⅠのねらい
「ここまで分かった鍼灸医学-基礎と臨床との

ようとする、それに対して臨床研究は日々の臨床
の中から新たな現象を発見し、そこに臨床的効果

交流」を主テーマとしたセミナーは、今回で第 4

を提示しながら基礎研究を刺激する、そういった

回目となった。本セミナーの狙いは、課題に対し

相互関係を見いだそうと意図したものである。

て関係論文を検索し、それらを文献的に検討して、
分かっていること、まだ分からないこと、研究途

Ⅱ．今回のセミナー課題について

上にあることなどを分かりやすく紹介し、鍼灸医

第 1回目は「内臓痛・消化機器能機・消化器症

学研究の進歩と研究上の問題点を明確にすること

状への鍼灸の効果」、第 2 回目は「筋肉痛、筋機

にある。特に基礎研究で得られた知見と臨床研究

能 に及 ぼす鍼 灸の効 果に ついて 」、 第 3 回目 は

で得られたそれとを相互に交錯・交流させること

「末梢循環に対する鍼灸治療の効果」であった。

によって、それぞれが刺激し合う関係をねらいと
したものである。いわば、基礎研究は現象論から

第 4回目は「脳機能および中枢神経疾患に対する
鍼灸の効果と現状」としたが、それはこれまでと

本質論へと展開し、鍼灸の作用機序を明らかにし

同様に日常臨床において鍼灸治療が活用されてい
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ること、またその領域に関する研究が比較的進ん

電位による研究に象徴されるように主観を客観化

でいること、さらに今後期待される領域であるこ

する研究が進歩している。こういった脳機能の評

との観点から設定した。特に高齢社会の真っただ

価システムを用いた研究成果を紹介しつつ、脳研

中に我が国においては、中枢神経疾患は増加する

究の重要性を強調された。

傾向にある。しかもそれらの疾患の多くは、有効

鍼灸臨床については司会の矢野が発表した。発

な治療が確立されていない状況にあり、鍼灸治療

表では、脳血管障害に対する鍼灸臨床の効果に絞っ

を受療する患者も少なくはない。中でも「中風」
と称される脳卒中（脳血管障害）は中風七穴に象

て紹介された。脳血管障害に対する鍼灸治療は、
機能回復の阻害因子を軽減し、身体機能を向上さ

徴されるように、鍼灸臨床の歴史も長い。そういっ

せることを目的に行われているが、 RCT によっ

た背景を考慮して今回のセミナーは中枢神経系に

た臨床研究は我が国では皆無であった。しかし、

焦点を当てた。

海外では比較的多く行われていることが明らかに
され、一定の効果があるする論文も比較的多くあっ

Ⅲ．セミナーの要点

た。 しかしながら systematic review および meta-

動物を対象とした基礎研究については、内田さ

analysis の論文によると鍼の効果を認めた論文の

え先生に発表をしていただいた。内田先生は①脳

多くは臨床研究上の問題点を含んでいたことから

内アセチルコリン神経と体性感覚、②脳循環障害

現状では脳卒中に対する鍼の効果を支持する根拠

に対する鍼の効果、③アセチルコリン以外の脳内
神経伝達物質に対する鍼の効果、④動物を用いた

が不十分であるとし、より質の高い臨床研究での
検討が必要であることが示された。また、患者を

鍼の基礎研究の最近の動向について、鍼灸臨床と

対象とした基礎的な研究（脳血流量や脳内活性物

の関係も含めて紹介していただいた。特に興味を

質）についても触れ、鍼臨床の効果に関する機序

引いたのは、大脳皮質や海馬は血流不足によって

の一端が紹介され、徐々にであるが、確実に進ん

死滅しやすいが、前脳基底部コリン作動性神経は

でいることが紹介された。

大脳皮質や海馬に神経線維を投射して、それらの

以下に、発表者の内容を概観してゆく。

部位の血流を増加させことによって、虚血性神経
細胞死を防ぐ働きがあることであった。前報にみ

Ⅳ．脳機能に及ぼす鍼灸の効果（実験研究）

られるように鍼刺激で前脳基底部コリン作動性神

東京都老人総合研究所

経を介して大脳皮質や海馬の血流量を増加させた
ことから、鍼刺激は中枢神経障害の予防効果ある

運動・自律機能相関研究グループ
内田 さえ

いは治療的効果が期待できる可能性を示唆する報
告は大変心強いものであった。

１．要

旨

動物実験において鍼灸を含めた体性感覚刺激は

次いで、ヒトを対象とした基礎的研究について

脳内コリン作動性血管拡張系を働かせて大脳皮質

は、渡邊一平先生に発表をしていただいた。渡邊

や海馬の血流を増加させる。近年、脳内コリン作

先生はヒトを対象とした脳機能研究の計測システ

動性血管拡張系の活性化で起こる大脳皮質や海馬

ムについて分かりやすく解説をすると共に鍼刺激

での血流増加が、脳虚血による神経細胞死を保護

による脳機能の変化に関する知見を分かりやすく

することが明らかにされた。鍼刺激は脳内で種々
の神経栄養因子の発現を増加させたり、神経細胞

紹介された。特に鍼灸治療の効果は、どちらかと
いえば「感性」の領域に入ることが多いことから
客観化が困難であるとし、その「感性」を脳機能

死を引き起こすアポトーシスシグナルを抑制した

研究の進歩によって捉えることが可能になりつつ

覚刺激はアセチルコリンの他、ノルアドレナリン、

あることから、鍼灸研究には必要不可欠の領域で

セロトニン、ドパミンなどを伝達物質とする神経

あると述べられた。その代表が fMRIであり、脳

系にも影響を及ぼす。

磁気図による研究である。また、脳波も事象関連

りすることも見出されてきた。鍼を含めた体性感

ここまでわかった鍼灸医学
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性血管拡張系が虚血に弱い大脳皮質や海馬に投射

近年、脳を含めた中枢神経疾患に対する鍼灸治

することから、コリン作動性血管拡張系が働くこ

療効果の機序が動物を用いた基礎研究によって徐々

とで虚血による遅発性神経細胞死が防がれること

に明らかにされてきている．本稿では、脳内コリ

が予想される。麻酔ラットを用いて脳虚血モデル

ン作動性神経と体性感覚刺激に関する筆者らの研

を用いた筆者らの研究を以下に紹介する 4,5)。

究、脳循環障害に対する鍼の効果に関連する文献、
アセチルコリン以外の脳内神経伝達物質に対する

脳は左右の椎骨動脈と総頸動脈から血液供給を
受ける。両側の椎骨動脈を永久的に結紮した上で、

鍼の効果を調べた文献、動物を用いた鍼の基礎研

両側の総頸動脈を断続的に短時間結紮して脳虚血

究の最近の傾向の順に紹介する。

を起こす。海馬局所血流は総頸動脈結紮中に結紮
前の約 16%に低下する。図 1は虚血をしていない

３．脳内コリン作動性神経と体性感覚刺激

ラット（A）、6 分間血管結紮により脳虚血をして

前脳基底部から大脳皮質や海馬に投射するコリ

5 日目のラット （B）の海馬組織 （CA1領域） を

ン作動性神経は、アセチルコリンを放出して大脳

示す。虚血して 5 日目には CA1の神経細胞が著し

皮質や海馬の血流を増やす働きを持つ 。この血
流増加反応には大脳皮質ではムスカリン受容体と

く損傷されている。ブレグマから 3.3mm 尾側面
の 6μm 切片中の CA1領域全体において形態的に

ニコチン受容体の両方が、海馬ではニコチン受容

正常な神経細胞数は、虚血をしないコントロール

体のみが関与する。さらに一酸化窒素（NO）が

のラットでは約800個あるが、6分間の虚血後 5日

関与する。麻酔ラットの皮膚をピンセットでつま

目には約 1/4 の約 200 個に減少する。 このような

む機械的侵害刺激は、脳内コリン作動性血管拡張

一過性虚血による神経細胞の死滅は、虚血後 3 日

系を働かせることによって大脳皮質や海馬の血流

目から起こり始め、4日目、5日目、7日目では一

を増加させる 。さらに麻酔ラットにおいて、鍼
や灸の刺激が脳内コリン作動性神経を働かせて血

定する。この虚血モデルを用いて、脳内コリン作
動性血管拡張系を働かせることで神経細胞死を防

流を増加させることが大脳皮質で明らかにされて

ぐことができるかを調べた。コリン作動性神経に

いる 2,3)。

よる海馬血流増加には、アセチルコリンのニコチ

1)

1)

鍼や灸を含めた体性感覚刺激が脳内コリン作動

ン受容体が関与することが明らかにされている。

性神経を介して大脳皮質や海馬で血流を増やすこ

そこで鍼刺激をする代わりに、ニコチン受容体刺

とが、どのような意味を持つか興味ある問題であ

激薬のニコチンを投与して血管拡張系を働かせた

る。大脳皮質は思考・判断などの高次脳機能に、

状態をつくると、海馬血流が増加して血管結紮に

海馬は記憶の形成に関与する。大脳皮質や海馬は
血流不足に対して非常に弱く、短時間の虚血後、

よる血流低下の度合いも減弱される。海馬血流は
血管結紮時に約 16％に低下するが、この血流低

血流を再開して数日たってからニューロンが死滅

下の度合いはニコチン 30μg/kg の投与後には約

する現象が知られている。この現象はスナネズミ

21 ％、100μg/kg の投与後には約 26％に、用量依

やラットを用いた研究で Kirino らや Pulusinelli ら

存性に有意に軽減される。海馬 CA1領域の形態的

により 1982 年に報告され、遅発性神経細胞死と

に正常な神経細胞数は 6 分間の虚血によって約

呼ばれている。細胞の死にはアポトーシスとネク

1/4 に減少するが、 ニコチンの 30 および 100μg/

ローシスがある。アポトーシスは発生の過程など

kg の投与により用量依存性に 1/3〜1/2 にまで軽減

の生理的な条件下で起こる能動的な細胞死であり、
一方ネクローシス（壊死）は栄養がなくなったと

する 4) （図 1C-D）。これらの結果から、ニコチン
受容体を刺激することにより血管拡張系を働かせ

きなど病的な条件下で起こる受動的な細胞死であ

た状態をつくると、虚血性神経細胞死が保護され

る。一般に、虚血による細胞死はネクローシスで

ることが明らかとなった。海馬血流が改善される

あるが、遅発性神経細胞死にはアポトーシスが関

ニコチン量と神経細胞死が軽減されるニコチン量

係すると考えられている。前脳基底部コリン作動

が一致することから、この虚血性神経細胞死の保
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図1 一過性脳虚血による海馬遅発性神経細胞死に対するニコチン投与の影響．
（Kagitani et al., 2000）
．

図２ 鍼灸刺激を含めた体性感覚刺激が前脳基底部コリン作動性血管拡張系を働かせて脳血流を増加させるこ
とにより神経細胞保護作用を示す模式図
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護は海馬血流の改善によるものと考えられる。体

おいても、年とともに脳血流は減少する。多くの

性感覚刺激は 30μg/kg のニコチンを投与した場合

高齢者では、脳が血流不足になりやすい状態になっ

と同程度の海馬血流増加を起こす。従って体性感

ているといえる。ヒトにおいても、鍼灸刺激が脳

覚刺激は海馬血流を増加させることによって、虚

循環を改善することが可能であれば、脳血管性痴

血による血流低下を軽減し、神経細胞死を保護す

呆の予防・改善にも役立つと考えられる。

ることが予想される。
大脳皮質は、海馬よりも神経細胞死が起こりに

４．脳循環障害に対する鍼治療効果のメカニズム

くいため、虚血の方法を変えて一側の大脳皮質に

脳循環障害に対する鍼治療効果のメカニズムに

虚血性神経細胞死を起こすモデルを作成した。一

関して過去 5 年間に報告された動物実験による研

側の総頸動脈の結紮と解除を 5 秒毎に繰り返す虚

究を以下に紹介する。

血を 60 分間行うと、大脳皮質血流は結紮中に結

Gao らはサルを用いて脳梗塞に対する鍼通電刺

紮前の約 80％に低下する。この虚血を行う 5 分前

激効果を調べている 6) 。中大脳動脈を 2 時間結紮

から虚血終了までの間、前脳基底部を電気的に刺

して虚血を起こすと、血管支配領域で梗塞が起こ

激して大脳皮質に投射するコリン作動性神経を興
奮させると、刺激により大脳皮質血流が著しく増

る。中大脳動脈の結紮と同時に頭部の経穴（百会
GV20 と水溝 GV 26）に鍼通電刺激を行うと、 梗

加し、虚血を行っても安静時の血流レベル以下に

塞領域が著しく減少する。

は下がらなくなる。虚血をしないコントロール、

虚血による神経細胞死を保護するメカニズムに

虚血終了直後、2 日後、5 日後の大脳皮質を観察

は、様々な因子が考えられる。その一つに神経栄

すると、虚血終了直後、2 日後では神経細胞は形

養因子がある。 Ou ら７）は神経栄養因子の一つで

態的に正常であるが、5 日後になると血管結紮側

ある bFGF（線維芽細胞成長因子）の発現を線条

の大脳皮質で損傷された神経細胞が見られるよう
になる。虚血と同時に前脳基底部を刺激した群で

体と大脳皮質で調べている。中大脳動脈を結紮し
て脳虚血を起こすと、自ら神経細胞死を保護する

は、神経細胞死がほぼ完全に防がれる 5)。

ため bFGF の発現が約 1.2 倍に増加する。 虚血中

これらの結果から、前脳基底部コリン作動性血

あるいは再灌流の際に頭部の経穴（百会と水溝）

管拡張系は、虚血による海馬と大脳皮質の神経細

に鍼通電刺激を行なうと、bFGF の発現が 1.6−2.

胞死を保護することが明らかとなった。今回は鍼

0 倍に高まること、同時に神経細胞死も抑制され

灸刺激ではなく、直接、脳内コリン作動性血管拡

ることが明らかにされている（図 3）。bFGF だけ

張系を働かせる方法を用いたが、鍼灸刺激が前脳

でなく GDNF（グリア細胞株由来神経栄養因子）

基底部コリン作動性血管拡張系を働かせて脳血流
を増加させる作用もつことから、鍼灸刺激でも虚

においても同様の結果が報告されている8)。
脳虚血によって大量に放出される一酸化窒素

血性の神経細胞死が保護されると考えられる（図
2）。今後、鍼灸刺激の効果についても検討する必
要がある。以上の結果はラットで見出されたが、
ヒトでも鍼灸刺激により同様のメカニズムが働い
て脳循環が改善されて神経細胞死が防がれること
が、脳循環障害に対する鍼治療効果のメカニズム
の一つになっていると予想される。痴呆性老人の
人口は 2005 年に 65 歳以上の高齢者の約 7.6％にあ
たる約 189 万人になると推計されている（老年期
痴呆診療マニュアル）。日本人は、痴呆の中でも
脳血管性痴呆の割合が多く、約 4割を占めている。
痴呆のような病的な状態ではなく正常な高齢者に

図３

鍼通電刺激が脳虚血によるbFGF（線維芽細胞成長
因子）の発現に及ぼす影響（Ou et al., 1999）
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（NO）などのフリーラジカルが神経細胞死を起こ

れている。その他、脳内には鎮痛物質であるエン

す一因と考えられている。Zhao ら9) は、線条体の

ドルフィンやエンケファリン等も存在するが、本

NO の放出を測定している。脳虚血をしない状態

稿では省略する。

で鍼刺激を行うと、 線条体の NO 放出が 1.3 倍に

長期間の運動による気力や集中力の低下といっ

増加する。脳虚血を起こした場合は NO が約 100

た中枢性疲労は、長期間の運動により起こる脳内

倍に著しく増加する。虚血と同時に頭部の経穴
（百会と水溝）に鍼通電刺激を行うと、 NO 放出

セロトニンの増加が原因であるという考え方が
Newsholme らにより提唱されている。Lee ら12 ) は

が 7 割程度に抑制される。鍼は、生理的な NO の

鍼刺激がセロトニン作動性神経の起始核である背

放出を促進させ、病的におこる大量の NO 放出を

側縫線核のセロトニン陽性細胞数に及ぼす影響を

抑制させると考えられる。

観察している。後肢（足三里）への鍼刺激が長期

Wang ら10) は脳虚血によって起こるアポトーシ

間の運動によるセロトニン陽性細胞数の増加を抑

スに関連する物質を調べている。脳虚血で高まる

えること、同時に運動により疲労するまでの時間

アポトーシスのシグナルである Caspase-9 が、頭

を延長することが見出されている。

部の経穴（百会と水溝）に鍼通電刺激を行うと抑
制される。一方、アポトーシスを抑制して神経細

脳のセロトニンやノルアドレナリンが減少する
とうつ症状になることが知られている。麻酔ラッ

胞の生存を維持するのに働く phospho-Akt は鍼通

トで前肢や後肢の皮膚侵害性刺激は大脳皮質のセ

電刺激で高まる。

ロトニンやノルアドレナリン放出を増加させる 13)。

以上に脳循環障害による神経細胞死が鍼によっ
て改善されるメカニズムに関する研究を紹介した
が、次に神経新生について調べた研究を紹介する。

鍼刺激でも同様の効果が期待できるので今後検討
していく必要がある。
ドパミンについては、パーキンソン病に対する

神経細胞は生後、分裂増殖しないと考えられてき
たが、実験的には生後でも未分化の幹細胞から神

鍼の治療効果の機序との関係で調べられた Lin ら
の報告14) がある。パーキンソン病では黒質から線

経細胞に分化・分裂増殖が可能であることが海馬

条体に投射するドパミン作動性神経（図 4A） が

歯状回の細胞で明らかにされている。Kim ら 11) は

変性する。ラットで薬物により一側のドパミン作

神経細胞新生について調べている。脳虚血や刺激

動性神経を部分的に破壊させてパーキンソン病の

をしないコントロールのラットでも海馬歯状回で

モデルを作成する。破壊側では線条体のドパミン

わずかに神経の新生が見られる。後肢（足三里

量が著しく減少する。後肢の経穴（足三里、太衝

ST 36）に鍼刺激を加えてもこの神経新生は影響

LR 3、三陰交 SP 6、陽陵泉 GB 34）に鍼通電刺激

を受けないが、脳虚血を行うと神経細胞死が起こ
る一方で神経新生が見られるようになる。虚血後

を 5 週間行なうと、破壊側の線条体ドパミン量が
有意に改善される（図 4B）。この鍼の効果にはド

9 日間に渡り鍼刺激を行うと神経新生がさらに高

パミン作動性神経の生存を助ける BDNF（脳由来

まる。

神経栄養因子）が関与することが Liang ら15) によ
り報告されている。

５．アセチルコリン以外の脳内神経伝達物質と体
性感覚刺激

ドパミン作動性神経には黒質―線条体系のほか
に、脳幹から大脳皮質の前頭葉に投射するものが

筆者らは脳内アセチルコリン神経に着目して来

あり、報酬系に関与することが Olds（1977）によ

たが、脳内にはアセチルコリンの他にノルアドレ
ナリン、アドレナリン、ドパミン、セロトニン、

り報告されている。鍼刺激による気持ちの良い感
覚はこの報酬系を働かせることによるドパミンの

ヒスタミンなどを伝達物質とする神経系が存在し、

作用による可能性が考えられる。今後このような

様々な精神機能にかかわっていることが知られて

ドパミン作動性神経に対する鍼の効果の研究を進

いる。セロトニン、ノルアドレナリン、ドパミン

める必要があると考えられる。

について鍼を含めた体性感覚刺激の効果が調べら

2004.2.1

図４

ここまでわかった鍼灸医学

パーキンソン病モデルラットにおける線条体ドパ
ミン量に対する鍼通電刺激の効果（A: 医科生理
学展望原書20 版図15・6 より改変，B: Lin & Lin,
2000 のデータよりグラフ作成）

６．動物を用いた鍼の基礎研究の最近の傾向

図５
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動物を用いた鍼の基礎研究の英文原著論文数
（1966〜2002 年）．PubMed を用いて"acupuncture"
をキーワードとして検索し，動物を用いた英文原
著論文のみの数を調べた

えている。その他 10 年前にはなかった神経細胞

近年発表されている動物を用いた鍼の基礎研究

保護に関する研究が 4 件、神経細胞新生に関する

の動向を調査した結果を以下に紹介する。図 5 に

研究が 2 件、脳活動を調べた研究が 2 件発表され

1966 年から 2002 年までの動物を用いた鍼の基礎

ている。2002 年の脳機能に関連する動物を用い

研究の英文原著論文数を年別にまとめたグラフを

た鍼の基礎研究で実験に用いられる鍼刺激部位は、

示す。論文数は 1972 年以降に増加して年間 20-30
件発表されており、 2001 年以降は年間 30 件を越

百会や水溝などの頭部の経穴と、足三里などの下
肢の経穴が用いられている。動物を用いた基礎研

えている。このうち 10 年前の 1992 年と 2002 年に

究での鍼刺激時間については 1992 年 2002 年共に、

おける発表論文の国別の比率を調べると、1992

数秒から数時間程度の急性効果を調べた研究が約

年には中国（10/26 件）、日本（8/26 件）から多く

8 割あり、数日から 10 日間ほどの慢性効果を調べ

発表されている。2002年には韓国（11/37 件）、中

た研究が約 2 割ある。 1992 年 2002 年ともに鍼刺

国（9/37 件）、アメリカ（6/37 件）から多く発表

激を麻酔下で行う研究が約 4 割、意識下での研究

され、日本 （4/37 件） はむしろ減少している。

が約 6割ある。1992年は鍼通電刺激が大部分であっ

2002 年おける発表論文で用いられている動物の
種類は約 7 割がラットであり、そのほかマウス、

たが、2002 年にはマニュアルの鍼刺激を用いた
研究が約 4割に増えている。鍼通電刺激の条件は、

ウサギ、ウマ、ネコ、ウシ、サルが用いられてい

1992 年の鎮痛効果を調べた研究では弱い低頻度

る。ウマなどは鍼の効果を調べるのに、ラットは

刺激が用いられている。2002 年には弱い低頻度

メカニズムの研究によく使われている。 1992 年

の刺激を行う研究が半数例あるが、その他神経細

と 2002 年において、動物を用いた鍼の基礎研究

胞保護について調べた研究では強い刺激で低頻度

の中で今回のセミナーのテーマである「中枢神経

と高頻度を繰り返して与える刺激を用いている。

系」に着目した研究は、1992 年は原著論文 26 件
中 15件、2002年には原著論文37 件中の 22件ある。
その内容は、 1992 年は鎮痛や麻酔作用の中枢性

７．おわりに
以上、鍼の脳機能に及ぼす効果に関する動物を

メカニズムを調べた研究が最も多く 10 件、 その

用いた基礎研究を紹介した。動物を用いた基礎研

ほか血圧調節の中枢性メカニズムや肥満抑制作用

究では、ヒトでは行うことのできない脳の神経伝

の中枢性メカニズムの研究がある。2002 年は鎮

達物質の測定や、脳虚血後の神経細胞損傷を組織

痛・麻酔の中枢性メカニズムの研究が 12 件と増

的に観察するなど、メカニズムを明らかにするこ
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以である複雑な感情を含んでいる。

けて研究をすることができるため、鍼刺激で起こ

このように、ヒトの脳研究に関する方向性は多

る情動の影響を取り除くことが可能である。今後

岐に渡り、何か一つの研究成果のみをピックアッ

とも動物を用いた鍼の基礎研究を発展させていく

プすることで脳と鍼灸の研究について語るという

必要がある。

作業は困難である。そこで今回は測定機器の特性

Ⅴ．ヒト脳機能に及ぼす鍼灸の効果

に基づいたヒト脳と鍼灸の研究結果を基本軸に、
鍼灸と脳研究との関わりについて現在まで行われ

九州保健福祉大学

た研究成果を述べる。また動物ではなく、「ヒト」

社会福祉学部

東洋介護福祉学科

の脳と鍼灸というテーマでは、「こころ」の問題

渡邊

を無視することは不可能である。現代でも様々な

一平

１．はじめに

論争が行われている「こころ（精神）の所在と脳」

「脳の時代」と呼ばれて久しい。科学が急速に

という視点から、鍼灸研究の今後の方向性につい

発展する現在、究極の命題である「ヒトとは何か？」

ても考察を試みる。

に対する答えを見つけることが可能なのは脳の研
究ということになるであろう。

２．鍼灸とヒト脳研究の変遷

医 療の世 界では EBM （Evidence Based Medicine: 科学的根拠に基づく医療）の重要性が叫ば
れている。一方、黄帝内経（霊枢）には「刺鍼の

脳波を指標とした鍼灸治療による「心地よさ」
の解明
知・情・意というヒトの脳における高次機能を、

要点は神を忘れないことである」と記載され、こ

客観世界を対象とする科学のフィールドで解明す

の場合の神とは精神活動を指す 16) 。すなわち鍼灸

るには、数値や波形など視覚情報として表現でき

治療は数値化や客観化が困難な「感性」という領
域が重要視されており、そこが鍼灸治療の本質と

る機器の発展が不可欠であった。その科学的な機
器として、最初に登場したのは脳波計である。ド

もいえる。

イツの精神科医である Hans Bergerが 1929 年に世

西洋でも
いは

with a light heart （陽気に） ある

界で初めてヒトの脳から測定した脳波は、様々な

な

研究者による追試が行われ、脳波発見から僅か 5

どの言葉が示すように、精神の首座は心臓にある

年後の 1934年にはイギリスの Adrian と Matthews

と思われていた。しかし現在ではこころの在処を

がα波の性状を明らかにしている 18)。脳波は非常

脳に求め、様々な分野から脳機能に関する研究が

に分厚い組織である頭蓋骨・軟膜・硬膜を経由し

行われている。人間の精神・思惟活動は、大脳皮
質に存在する約 140 億の脳細胞の複雑かつ微妙な

て頭皮上に貼付した皿電極からその活動をひろっ
ている。従って脳波の単位はμV という非常に小

働きがもたらすものであるとするならば、鍼灸治

さい値となる。その小さな数値を脳波計の増幅器

療による心地よさなどの客観的評価にも脳の研究

で拡大することによって時間的に連続する可視的

がもっとも近道のはずである。伊藤 はヒトにお

な波形として捉えることができる。従って脳波は、

ける脳と鍼灸に関する研究を 3 種類に分類してい

時間分解能には優れた性質を持つものの、その波

る。一つは分子・細胞に関する研究で、細胞膜や

形がどこから生じているのか、といった空間分解

チャネル、シナプスなど脳の情報伝達がどのよう

能は極めて低い 19)。また脳波は様々な周波数の波

な仕組みで行われているかを探る研究である。二
つ目は「超複雑系」と呼ばれる分野で、神経回路

形成分から構成されている。従来より、鍼刺激に
よって徐波が増加することを示す幾つかの報告20)

や神経システムに関する研究などを含む。そして

があるが、矢野ら21) はα波（8-12Hz の基礎律動）

三つ目はヒトの脳の高次機能に関する研究を指す。

の増減を指標に、鍼灸治療によって得られる心地

この分野では自意識、直感、言語の他にも真・善・

よさを捉えようと試みている。合谷（LI 4）へ心

美などの命題とも深く関わり、ヒトがヒトたる所

地よい鍼通電刺激（1Hz、15 分間）を行うことで、

search one's heart (自分の心底を探る)

17)

ここまでわかった鍼灸医学
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α波が後頭部優位から頭頂部、さらには前頭部ま

ン演奏時など興味対象に没頭した時に出現するこ

で広がっていく様子を示しているが、この変化は

とが報告されている2 4) 。また Fmθの出現には個

刺激中だけではなく、刺激後 15 分経過してもα

体差が存在し 25) 、状況としての不安が緩和される

波の広がりを確認している（図 6）。同様に堀川

ほど出現しやすくなることも報告されている。こ

ら も鍼刺激によりα波が頭皮上全体に広がる

の Fmθが鍼刺激により鎮痛効果発現時に出現す

diffuse α波の出現を捉えている。 すなわち鍼刺
激によって生じたα波の時間的持続は、鍼灸効果

るという報告22) があり（図7）、これらの結果から
鍼刺激が状況不安を解消したか、Fmθが出現し

発現に体液性の影響を予感させ、α波の空間的広

やすい人あるいは状況時に鍼鎮痛効果が出現しや

がりは、鍼灸刺激が意識レベルへ影響を及ぼすこ

すいという二つの推論を導き出すことも可能であ

とを予測させる 。

ろう。

22)

21)

ま た脳 波 を利 用し た別 な指 標と し て、 Front

一方、背景脳波と鍼灸刺激効果との関係につい

midline θ activity (Fm θ) と呼ばれる特異な脳

て否定的な研究もある。P. Rostedら 26) は、マニュ

波を利用した報告もある。 この波形は 1950 年に

アルにより鍼刺激を合谷穴に行った際に生じる脳

発見され、1970 年に内田-クレペリン作業検査の
ように単純で達成感のある課題遂行時やバイオリ

波の周波数変化を調査した。その結果、14 名の
被験者のうち 10 名になんら変化が生じず、何ら

図6 鍼通電刺激による脳波トポグラムの変化
鍼通電刺激（左側合谷−手三里）により、α波帯
域のパワー値増大が広範囲に拡がる、いわゆる
diffuse α波が出現し、刺激後もしばらく持続し
た。(文献21より）

図7 鍼鎮痛中に認められたFmθパターン
右手合谷穴‑手三里穴への鍼通電刺激中の閉眼時
に前正中線部を中心にθ律動（Fmθ）が記録され
た。図左端の記号は脳波測定部位を示す。（文献
22より）

23)

図8 開眼後αリズム再現時間（αReAT）の測定
開眼によってα波が一旦、消失するが、そのまま
開眼を続けることにより、再びα波が出現する。
開眼から再出現までに要した時間をαReAT という。

図 9 鍼通電刺激前後の
αReAT の変化
鍼通電刺激前の
ReAT は 29.7 ±
10.0 秒であった
が 、 刺激後は
21.2 ± 11.0 秒と
なり、有意（p<0.
01） な短縮を示
した。 なお被験
者別では、9例が
短 縮し 2 例 が無
変化であった。
(文献29より）
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かの変化を認めたのは、僅か 4 名であったと報告

誘発される電位変化を誘発電位という。図 10 は

している。

体性感覚誘発電位の時間的、記録法による分類を

周波数分析とは若干異なる背景脳波を用いた研

示している。この中で短潜時の誘発電位はC ある

究 に はα 波 の 再現 時 間 （ α -wave reappearance

いは Aδ線維を求心路として視床から大脳皮質一

time: αReAT）と呼ばれる指標がある

。 一般

次感覚野に投射された単純な神経伝達上の現象で

的に閉眼安静状態では後頭部優位にα波が広がる
が、開眼することで基礎律動であるα波が消失す

あり、感覚や知覚という外因性の要素を反映して
いる刺激関連電位（Stimulus related potential）で

るα-attenuation という現象が生じる。しかし目を

ある。一方、比較的長い潜時をもつ事象関連電位

開けた状態を持続すると、外界からの刺激に対し

（Event related potential: ERP） は、 刺激 の認 識

て慣れを生じるか、あるいは不必要な感覚刺激の

（recognition） により生じるとされている 31) 。 こ

抑制によって、目を開けているにも関わらずα波

の波形特性を利用し、生体に痛み刺激を与えるこ

が再出現してくる。この開眼からα波の再現まで

とで生じる事象関連電位は、別名、痛み関連後期

の時間をαReAT と呼ぶ（図 8）。α波が再現する

陽性成分 （Pain related late positive component：

時間は反応性の健常な維持と過剰刺激に対する抑
制との相関から成り立っており、ReAT の短縮に

p-LPC） あるいは痛み関連電位（Pain related potential） と呼ばれ、 刺激後 250msec から 350msec

は脳幹毛様体賦括系の活動性が低下していること

後に出現する波形の大きさ（N2-P2 complex）は、

が関与しているとされている2 7) 。木下ら 29) は、合

物理的な刺激強度よりも痛みの自覚強度に対して

谷穴-手三里穴（LI10）へ快適な強度での鍼通電

高い相関を持つとされる 32) 。つまり主観量である

刺激によってαReAT の短縮を捉えている（図 9）。

「痛み」の一側面を波形として捉えることが可能

つまり鍼刺激を行うことでα波の再現時間が短縮

である。このような性質を持つ電位変化を電気生

されることは、脳幹毛様体の活動性が鍼刺激によ
り抑制したことを示唆するものであり、この現象

理学的指標として、Chapman 33)や山田 34) 、渡邊ら 35)
が鍼による鎮痛効果を確認している。山田らは急

27,28)

は矢野ら 30) が鍼灸治療後に患者が眠気を催すこと
を間接的に支持している。

峻な電気刺激によって誘発された痛み関連電位
（太線）を指標として、手三里穴-合谷穴へ雀啄・

鍼刺激によるヒト脳への影響を脳波変化から捉

撚鍼後に両経穴に鍼通電を 1Hz、30 分間行ったと

えると、α波の時間的、空間的増加、Fmθ波の

きの波形変化（細線）を示している（図 11）。こ

出現やα波再現時間の短縮などから、ヒトの意識

のように痛み刺激により出現した波形が、鍼刺激

レベルを司る「脳幹毛様体賦活系」に影響を与え

を行うことで減少し、同時に痛み閾値の上昇が確

ていることが示唆される。しかしながら、幾つか
の論文では脳波が鍼刺激により変化した例数が少

認された。逆に鍼刺激により波形が増大した被験
者の痛み閾値は減少している。この結果から波形

ないことや Fmθ出現にも個体差が存在すること、

が痛みの大きさを表していることが確認され、鍼

刺激方法に統一性が無いことなど、未解決の問題

刺激により鎮痛効果が発現したことを示す結果と

点が挙げられていて、鍼刺激によって脳波の変化

なった。またChapman らは歯髄へ電気刺激によっ

に普遍的な特異的パターンがあるという結論まで

て 痛み 感覚を 誘発さ せ、 麻薬 系鎮痛 剤で ある

には至っていない。今後は個々の被験者特性など

Fentanyl 、吸入鎮痛剤である 33% Nitorous Oxide

の個体要因等について、様々な角度から追試を行

および鍼刺激による P250msec の振幅と VAS（vis-

う必要がある。

ual analogue scale）の抑制を認めている。
痛みを測定するためには、痛み感覚を引き起こ

主観量を客観的に表現する−誘発電位の応用−

す刺激方法が重要な要素となる。誘発電位では、

これまで述べてきた背景脳波は安静時のヒトか

痛みの誘発方法として Air puffによる皮膚触覚刺

ら記録される電位変化である。それに対して外か

激 36)、Laser による温痛覚刺激 37)などの自然刺激に

ら何らかの刺激を与えることにより、神経組織で

よる誘発電位が用いられているが、刺激条件の設

2004.2.1
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図 10 体性感覚誘発電位（Somatosensory Evoked Poten
tial：SEP）の分類
SEP は記録する時間や記録方法によって刺激から
30‑50msec 後に発生する短潜時SEP と、100‑200mse
c の中潜時 SEP、200msec 以降に発生する長潜時
SEP に分類できる。また記録方法によって皮質下
起源の電位が頭皮上に分布する遠隔電場 SEP と上
行性活動電位を脊髄レベルで記録する脊髄SEP、
頭皮状大脳運動野で記録される皮質 SEP に分類さ
れる。

図11

図 12
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各刺激強度(V）と各測定部位におけるERP 波形の
鍼刺激による変化
痛みを誘発する刺激を与えることで出現する波形
を太線で示す。合谷‑手三里への鍼通電刺激によ
り、痛み刺激が 10v〜40v の各強度において、Fz
(前頭部正中線), Cz（頭頂部正中線）, Pz（後頭
部正 中線） 各 測定 部位に おけ る痛み 刺激後
250msec に出現する波形の減少（細線）が認めら
れた。
（文献34 より）
右手合谷穴に鍼を刺入し、2Hz の頻度、得気を
感じる強度で捻鍼‑雀啄を行った。非経穴部位
（第 3、第4 中手骨間）に、合谷穴と同じ刺激方
法を行い PET により脳への影響を観察した。そ
の結果、経穴部では視床から小脳へ広がる活性
化認められた。（文献40 より）

図 13

陽陵泉に2‑3cm の深さで被験者が心地よ
く感じる強度、4Hz の電気刺激を行ったも
のを鍼通電刺激とする。一方、陽陵泉か
ら下へ 4cm 下の部位に鍼通電刺激を行い、
両者を比較した。図は上から非経穴、経
穴への鍼通電刺激による脳活性部位を示
し、最下段は経穴と非経穴刺激による活
性部位の差分を示す。経穴に鍼通電刺激
を行った時の脳活性化パターンの特徴と
して、視床下部の活性化が特徴的である
ことが確認できたと当時に、前部帯状回
部の非活性化が認められた。（文献 41 よ
り）

38
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定や操作性、機器の普及などの点から、皮膚ある

脳血流を測定するという原理である。 Hsieh ら 40)

いは歯髄への電気刺激が多く用いられている。し

は、右手合谷穴に鍼を刺入し、マニュアル操作に

かし実験室で作られた痛みは、ほとんどが急性に

よる約 2Hz の頻度で、 得気を感じる強度の捻鍼-

生じ、実験終了と同時期に消失するという性格を

雀啄を行った。対照群は非経穴部位と定めた第 3・

持ち合わせている。また実験という限られた時間

第 4 中手骨に同じ刺激方法を行い、 それぞれの

と空間の中で生じる痛みは、日常遭遇する痛みに
伴って生じる不安感やストレス反応とは性格が若

PET 画像を比較している（図12）。この画像から、
鍼刺激により視床から小脳へ広がる活性化が確認

干異なり、したがって臨床の場における痛みの性

できたが、非経穴部への刺激では、このような活

質とは異なる可能性がある。また痛みはあくまで

性化は認められていない。このように PET による

も主観的意識内容と解釈できるために、同一個人

脳活性部位を測定した研究では、刺激部位特異性

内での痛み感覚も、状況や精神状態に多大な影響

を客観的に証明できる可能性が示唆された。また

を受ける。一般に不快、不安、恐怖、抑鬱状態な

PET と同様に画像処理による脳機能解析法として

どで痛みに対して敏感になり、逆に注意の転換や

機 能 的 磁気 共 鳴 画 像装 置 （functional Magnetic

気分の高揚で痛みは感じにくくなる 。また痛み
関連電位の測定には、S/N 比を上げるために加算

Resonance Imaging：fMRI） がある。これは脳神
経細胞が活動することにより脳血流量が増え、脳

平均という手法を用いており、電気刺激による誘

酸素代謝率の変化が生じ、その変化を MR 信号と

発電位では十数回から数十回程度の刺激がランダ

して検出する仕組みとなっている。この fMRI を

ムに与えられる。しかし脳の高次機能が関連する

用いた実験でも、鍼刺激を経穴と非経穴へ行うこ

誘発電位では、与えた刺激毎にその意味合いが異

とによる脳への影響を調査している 41)（図 13）。経

なる可能性があるため、実際に 1回の刺激による

穴刺激では、陽陵泉に深さ 2-3cm、被験者が心地

誘発電位の測定も試みられているが、やはり S/N
比の低下は避けられず、どの波形が目的とする波

よく感じる強度で、4Hz の鍼通電刺激を行ってい
る。一方、非経穴への鍼通電は、陽陵泉から 4cm

形かを判定するのは容易ではない 39)。このように

下方の非経絡上に、同様の刺激条件で刺激を与え

心理的側面、脳内活動、覚醒状態、弁別過程、さ

ている。この実験でも経穴に鍼通電を行った時の

らには情動的側面などにより複雑に構成される痛

活性部位として、視床下部、一次体性感覚運動野

み感覚を波形変化のみで統括して捉えることは現

等の活性が特徴的であり、これらは過去の同様な

時点では問題がある。従って鍼灸刺激によって生

研究結果を裏付けるものであるとしている。また

じた鎮痛とは、痛みの何に対して有効に作用した

経穴と非経穴への刺激によって出現する非活性部

のか、という問題を解決するために、実験に用い
た痛み尺度が有する意義について熟考する必要が

位にも差異が生じている。非活性の意義について
は色々と議論があるが、血流の増加はエネルギー

ある。

代謝の増加と平行すると言われている。その際に

38)

inhibitory neuron の活動もエネルギー代謝の増加
信号発生源解明への挑戦−脳機能の画像処理−

をきたし、血流増加のみでは神経活動の種類（興

頭皮上から脳が発生させる電気活動を記録する

奮性もしくは抑制性）の区別はつかないように思

ことは、脳の神経活動を時間的に捉えるために有

える。しかし、抑制性の活動は抑制に必要なエネ

用であるが活動部位を特定することには適さない。

ルギー消費に比べて、抑制するエネルギー消費が

現在では空間分解能にすぐれた機器を用いて脳活
動の画像処理を行う研究が盛んに行われている。

より大きいため、興奮性活動の増加・減少が血流
の増加・減少に反映されると考えられている 42) こ

そ の 一 つ が 陽 電 子 放 射 断 層 撮 像 法 （Positron

とから、経穴刺激により、前部帯状回部の血流は、

Emission Tomography： PET）である。これは陽

却って減少していることが示唆される。

電子（Positorn）を放出する物質を体内に注入し、
その物質が体内に放出するγ線をカメラで捉えて

これらの論文は経穴特異性を論点としている。
しかし経穴の定義が確定していない現状で、経穴

ここまでわかった鍼灸医学
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に比較的近い部位を非経穴部として両者を比較し

治療効果の非特異的作用だけではなく、特異的作

た研究により、特異的な反応を推論することは結

用についても明らかになる可能性があり興味深い。

果と推察に乖離を生じる。Watanabe は、皮膚表

しかし経穴の存在などを前提とした研究から仮説

面への痛覚刺激によって ERP を導出し、 誘発痛

を導き出すことは実験から導き出された結果を過

み刺激と同部位、遠隔部位の 2 ヵ所へ別の痛覚刺

剰に解釈する危険を伴うことにもなるため、方法

激を与えた場合の鎮痛効果を調べた結果、遠隔部
位への痛覚刺激によってのみ、痛み感覚が減少し

論や結果の解釈には十分な注意が必要であろう。
ヒトの脳機能を測定する機器の発達は目をみは

たことを報告している。fMRI や PET を用いた研

るものがある。しかし機器を用いた測定によって

究結果も刺激部位特異性と捉えるならば、将来的

得られる脳神経の活動や、それらがもたらす情報

に鍼灸治療の本質に関わる経絡経穴特異性をヒト

が如何なる意味を持つのかを知ることは現在では

脳研究から証明できる可能性を含んでいる。

まだ不可能と言わざるを得ない。機器によっても

43)

たらされる研究結果は、複雑な自然界における様々
３．「鍼灸とヒト脳機能研究」の今後に関する一

な現象の解答を単純化するため、あくまでも暫定

考察
鍼灸の効果を探るためにヒト脳機能に焦点を当

的な見解であるという当たり前の事柄をヒト脳研
究の場合は特に意識する必要性がある。

てた研究は、鍼刺激による脳活動の変化について

MEDLINE に掲載されたヒト脳と鍼灸に関する

脳波を指標に時間変化情報を、また fMRI や PET

英語以外の言語では、ギリシャ数学の影響を受け

によって空間情報を得ている。また特定の外来刺

た旧ソビエト連邦の言語であるロシア語やウクラ

激による変化は、ERP や脳磁図（magnetoencephal

イナ語の論文が多く検索できる。脳を科学的に研

ography：MEG）により確認できる。MEG は誘発

究するということは、一つは脳を関連事象の全体

電位の時間分解能を活かしながら、脳電流が生じ
る時に生じる磁場を捉えることにより、頭皮上か

から切り離し、独立した物質としての「脳」とし
て考察する方法ともいえる。そして何かを行った

ら記録する際の「ゆがみ」を生じることなく発生

時、あるいは刺激を与えたときの脳活動の変化と

源が特定できるというメリットがある 44) 。更に

いう現象から、その原因を類推する作業が必要と

ERP は脳内の複数の発生源の活動を重畳したもの

なる。この作業では対象は数学的に規定される。

であるのに対し、MEG は個々の発生源の活動を

しかし独自の変化を持つことが許されない「数」

記録するので個体差を明確に反映することができ

によって生命現象を捉えることは、対象の存在性

る。この MEG を使用して経皮的通電療法（trans-

や生命性を限定する結果となる。科学的研究では

cutaneous electrical nerve stimulation: TENS ） に
よる鎮痛を測定した研究では、ERP と MEG で得

常に数学的な規定の中で算定可能な測定・分析方
法が要求される。つまりヒト脳研究の分野ではそ

られた結果に相違があることが指摘されている45) 。

の対象として知・情・意の知の部分が重要視され

MEG は空間分解能と時間分解能という利点をう

てきた。しかし動物実験ではなくヒト脳の研究で

まく組み合わせた測定法であるため、より多くの

は、今までノイズとされ除去することに注意を注

情報を研究者にもたらすことが予測される。

がれてきた現象を含めた、感情としての脳の働き

鍼灸治療における刺激方法による生体反応の違

を捉えることにその意義がある。すなわち情と意

いについては、通電療法を行う際に用いる周波数

の部分である。そのためには従来の要素分析法で

によって、発現するペプチドが異なることが確認
されており 46,4 7)、またマニュアルによる鍼刺激と

分析した「部分」が果たして全体にとってどのよ
うな意義を有するのか、どこまでを導き出せる事

鍼通電刺激では血流量変化に差が生じることが頭

実とみなすのかという、部分の構築に立脚する思

蓋レーザードップラー血流計によって確認されて

索（speculation）にはヒト脳の研究を行う上で細

いる 48) 。そして fMRI や PET を用いた実験で、刺

心の注意を払う必要があり、思索部分をどこまで

激部位による脳活性部位の差異が検出され、鍼灸

科学的に証明できるのかが、今後のヒト脳機能と
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鍼灸の研究にとって重要な意味を持ってくるであ

外国論文にみる脳卒中に対する鍼治療の効果

ろう。

脳卒中に対する鍼灸治療の効果について検討す
る ため に、 RCT で臨 床研 究が行 われ た論文 を

謝

辞

medline で検索することにした。検索に当たって

鍼灸とヒト脳研究を行ってきた間に様々なご指

1967 年 〜2002 年 の 期 間 で キ ー ワ ー ド を RCT,

導やご援助を頂いた多くの先生方、ならびに本稿
執筆において貴重なご助言を頂いた、岡崎生理学

Stroke or Hemiplegia or Appoplexy, Acupuncture
or Electroacupuncture or TENS としたところ、32

研究所の柿木隆介教授に深謝致します。

編の論文が検索された。このうちで英語論文が 23
編（うち中国雑誌 8 編）、非英語論文が 9 編であっ

Ⅵ．中枢神経疾患に対する鍼灸治療の効果

た。 なお、 systematic review と meta-analysis によ

‐主として脳血管障害について‐
明治鍼灸大学

る論文も 3 編検索された。

健康鍼灸医学教室
矢野

明治鍼灸大学

ここに RCT で行われた臨床研究の Pei Jian et al

忠

の論文を紹介する。図 1は、Pei Jian et al の結果
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を示したものである4 9) 。Pei Jian et al は、86 名の
急性脳梗塞患者を鍼通電療法群 43 名と対照群 43
名 にラ ンダム 割付 けし、 Brunnsrrom-Fugl-Meyer

１．はじめに

test （BFM ）、 Barthel Index、 Mini Mental State

中枢神経疾患には様々な疾患があるが、ここで

Examination（ MMSE ） を指標に評価した。鍼通

は主として脳血管障害を取り上げる。脳血管障害

電療法群は通常治療に鍼通電療法を加えた併用療

については、本症のどのような症状あるいは病態

法とし、対照群は通常療法に運動療法を加えた併

に対して鍼灸治療を適応させるのか、またその効
果はどの程度なのか、どのような治療法が効果的

用療法とし、1 日 1回、週 5回、4週間行った。鍼
通 電療法は合谷 （LI 4）、 手三 里 （LI 10）、 曲 池

なのか、またある種の症状や病態に効果があると

（LI 11）、肩

（LI15）、三陰交（SP 6）、豊隆（ST

すればその機序は何なのか、などについて文献を

40）、足三里（ST 36）、百会（GV 20）、頭鍼（運

検討し、分かっていること、分からないことにつ

動区）に 1mA で 20 分間の通電とした。その結果、

いて概略的に整理してみた。

図 14 に示したように鍼通電療法群で Brunnsrrom Fugl - Meyer test（BFM）及び Barthel Index で対照

２．臨床研究の現状

群に比べて有効であったとし、脳卒中に対する鍼

脳血管障害に対する鍼灸治療の目的は、機能回
復の阻害因子を軽減し、身体機能を向上させるこ

灸治療は有効な治療であることが述べられている。
しかし、その効果に対して懐疑的な論文もある。

とにある。脳血管障害の臨床像は、病巣症状（脳

従って、本症に対する鍼灸治療の効果をより客観

卒中とその後遺症）とその続発症から成るが、こ

的 に 評 価 す る に は systematic review や meta-

れらの症状はいずれもリハビリテーション医療の

analysis の論文 が参考 にな る。 そ こで systematic

阻害因子となる。前者には片麻痺、失語、失認・

review や meta-analysis の論文を検索したところ 3

失行、運動失調、尿失禁などが含まれ、後者には

編得ることができた（表1）50-52) 。これらの論文の

廃用症候群、肩関節亜脱臼、肩手症候群などが含

結論を総合すると、脳卒中に対しては概ね鍼の効

まれる。鍼灸臨床では、前者も後者も共に治療対
象とされているが、それらに関する evidence は

果は認められるものの、臨床研究の方法論に問題
があることから積極的に鍼の効果を支持するまで

極めて少なく、現状においては鍼灸治療の治療的

に 至らな かった 、 とい うこと であ った。 特に

効果については一定の見解を得るまでに至ってい

meta-analysis により分析した Sze FK et al の論文

ない。

は、脳卒中に対する鍼治療の効果を検討する上で
非常に示唆的であった。
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図14 急性脳梗塞患者に対する鍼通電療法の効果
（文献49より）
合谷・手三里・曲池・肩 ・三陰交・豊隆・足三里・百会・頭鍼
（運動区）
に通電、１日1 回、週5 回、4 週間行って
いる。
表１ 脳卒中に対する鍼の効果を検討したシステマティック･レビューとメタアナリシス
著者
（雑誌名、発刊年）

採用している
RCT 論文数

結

論

Sze FK et al
Stroke, 2002

6

脳卒中後の運動機能回復を目的とした鍼の効果はごく僅かにあるが、プラ
セボ効果との区別が不充分である。鍼の効果を示すための根拠は充分とは
言えず、より質の高い臨床試験での検討が必要。

Park J et al
J Neurol, 2001

9

鍼の効果を示すための根拠は十分とは言えず､より質の高い臨床試験での検
討が必要。

6

脳卒中後のリハビリテーション期の機能回復を目的とした､すべての研究で
鍼のポジティブな効果を示唆したが､プラセボ効果の可能性が考慮されたも
のが無かったことから､エビデンスは有望だが､鍼の有効性を肯定するには
至らなかった。

Ernst and White
Wien Med Wochenschr, 1996

表 2は、Sze FK et al の論文50) の中で分析対象
として採用された 6つの論文の概要を示したもの

ら現状では脳卒中に対する鍼の効果を支持する根
拠が不十分であるとし、より質の高い臨床研究で

である。鍼の効果について肯定的なものが 4編、

の検討が必要であると述べた。表 3 は、脳卒中に

否定的なものが2編であり、肯定的な論文が多かっ

対する鍼治療の効果に関する systematic review お

た。肯定的な論文では、①発症年齢が低い程、鍼

よび meta-analysis の論文の結論を総括したもので

の有効性は高かった、②再発例を含んだ報告は、

ある。

鍼の有効性が低かった、③軽症例および中等度の
症例では、鍼の有効性が期待できる、といった内

邦文論文にみる脳卒中に対する鍼灸治療の効果

容であった。しかし、Sze FK et al は表 2 に示す
ように、鍼の効果を肯定した論文では、いずれも

我が国では、 RCT による臨床研究論文は皆無
であり、多くは症例報告あるいは症例集積による

研究方法に問題点（ランダム化の方法、鍼刺激の

論文であった。しかし、脳卒中患者に対する鍼刺

強さやブラインド化の方法などについての記載が

激の効果を脳血流量や皮膚温、重心動揺、体性感

無かったこと）があったのに対して、鍼の効果を

覚誘発脳波などを指標とした基礎的な研究は比較

否定した論文ではそれらが見られなかったことか

的多いことが特徴であった。ここでは代表的な論
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チが効果的であるか、または拮抗筋へのアプロー
チが効果的であるかを対象患者 61 例について検

1）脳卒中の運動麻痺および痙性に対する鍼治療
の効果について

討 した。 痙 性筋に対 する治療 方法とし て motor
point に表面電極を装着し、20〜30Hz の低周波刺

脳卒中後遺症の中で最も厄介な症状の一つに痙

激を 2分の休止を置いて 5分間隔の刺激を４回繰

性麻痺がある。現在、痙性麻痺に対して運動療法
や物理療法が試みられているが、決め手になる方

り返す方法とし、拮抗筋に対しては主要経穴に鍼
を刺入し、1〜3Hz の低周波刺激を 10〜15 分間与

法はない。そこで鍼治療が痙性麻痺の治療として

える方法を採用した。刺激強度については痙性筋

も試みられることはあったが、臨床的に有用なの

の場合は症例ごとに弱、中、強の刺激で最も歩行

か、この点を検討した論文として丹澤らの報告が

中の上肢痙性の抑制される強度をその患者の適正

ある。

刺激とした。拮抗筋の場合は肉眼的に筋収縮が生

丹澤ら は脳卒中患者 40例（45例中 5例が中断）
53)

じ、軽度の関節運動を伴う強度を適正刺激とした。

を対象に鍼治療が運動麻痺の改善に有効な治療手

なお、治療回数は 1クールを 15 回とした。治療効

段であるかどうかを検討した。治療効果の評価は
Brunnstrom の Recovery stage を指標とし、Stage

果の評価として、有効は歩行時の上肢屈曲の改善
が 70％以上、Brunnstrom stage が 1段階以上の改

が 2段階上がったものを有効とし、それ以下を不

善、 指・鼻・指試験で 20％以上の速度向上と動

変として判定したところ、有効は 4例、不変は 36

作パターンの正常化の認められたものとし、やや

例であったと報告した。なお平均治療回数は有効

有効は歩行時の上肢屈曲角度の改善が 30％以上、

例で 25.3回、無効例（不変例）で 15.8 回と無効例

ADL の面でなんらかの改善が認められ、指・鼻・

で少なかったが、それは無効例において患者の意

指試験で 10％以上の速度向上と動作パターンの

志により治療を終了したためと述べている。鍼治
療方法は患側上下肢の陽経の主要経穴〈記載はな

正常化の認められたものとした。その結果、上肢
の痙性抑制効果は表面電極による痙性筋刺激法で

いが、他の論文を参照すると上肢では合谷、外関

は 36 例中有効 5例、やや有効 18 例、無効 13 例で

（TE 5）、手三里、 肩

など、下肢では崑崙 （BL

有効率は 63.9％であったのに対して、鍼通電によ

60）、足三里、委中（BL 40）、環跳（GB 30）など

る拮抗筋刺激法では 11 例中有効 3例、やや有効 4

を 使用〉 への 体鍼 、 灸 頭鍼 、 低 周波 通電 療法

例、無効 4例で有効率は 63.6％であったとし、や

（1〜3Hz）および頭鍼療法（運動区の刺激）を単

や有効以上の症例においては治療後 3〜4ヶ月を

独あるいは複数の組み合わせで行っている。なお、

経ても効果の持続が認められたと報告している。

鍼治療による効果は下肢よりも上肢で有効で、し
かも発症期間の短いもの程有効であったとし、治

なお、下肢については 14 例中有効例はなく、 や
や有効 4例、無効 10 例で有効率は 28.6％であり、

療法では低周波鍼通電療法が効果的であり、頭鍼

上肢の改善より低いことが明らかにされた。

療法の運動麻痺に対する効果についてはその有効

以上の結果について丹澤らは、鍼治療の効果も

性を認めるような臨床知見は得られなかったと述

基本的には神経生理学的な作用を基盤としたもの

べている。

であろうと考えている。そして鍼治療は一次的な、

鍼治療が運動麻痺に対して有効であったことに

あるいは器質的な障害から二次的に発生してくる

ついて丹澤らは運動麻痺を修飾する因子、特に痙

機能障害に対して効果的であり、したがって鍼治

性の抑制効果によるものではないかと述べている。
また、鍼治療によって全身の不定愁訴の改善効果

療は理学療法の阻害因子を除去する補助手段とし
て、その臨床的価値があると述べている。

も現実的な医療的価値として見逃せない大きな特
徴であると評価した。
さらに丹澤53) は上肢筋の痙性に対し有効であっ
た低周波鍼通電療法について痙性筋へのアプロー

2）脳卒中の

しびれ

に対する鍼治療の効果に

ついて
丹澤53) は患側上下肢に

しびれ

を訴えた脳卒

ここまでわかった鍼灸医学
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表2 Sze FK et al で引用されているRCT 論文の詳細
Author

対

象

鍼の方法

効

果

有効性

Hu et al
(1993)

急性脳卒中患者
肩井、曲垣、腰部、陽陵泉、崑崙、
対照群 15例
太衝などに9.4Hzで鍼通電
鍼（通電）群 15例

28 日目と 90 日目において鍼群で 有意に
あり
Barthel indexが高い点数であった。

Johansson
(1993)

亜急性脳卒中患者 10箇所の主要な経穴にmannual 鍼を行
対照群 38例
い､ 10 週より麻痺側の4 経穴に 2-4Hz
鍼（通電）群 40例 で鍼通電30分

鍼群の方が全般的に良かった。鍼群では入
院日数が短縮し､医療費も対照群が$56,000
あり
であったのに対し､鍼群では$30,000 であっ
た。

Sallstrom et al
(1996)

亜急性脳卒中患者
麻痺側の4経穴に2-4Hz で鍼通電30分
対照群 21例
刺激部位の詳細な記載なし。
鍼（通電）群 24例

6 週後において､鍼群でより良い生活の質が
あり
得られた。

Gosman-Hedstrom
(1998)

亜急性脳卒中患者
浅鍼群と深鍼群を設定。
対照群 33例
Mannual 鍼と鍼通電の両方を実施。刺
浅鍼群 34例
激部位､条件の詳細な記載あり。
深鍼群
3例

群間に有意差は無く､鍼の効果は無かった。 なし

Wong et al
(1999)

急性脳卒中患者 麻痺側の上肢・下肢・肩背部に 20神経学的所見が鍼群で有意に回復した。
対照群 59例
25Hz で経穴電気刺激（TEAS) を 30分
あり
（FIM による評価）
鍼（通電）群 59例 実施。

Sze et al
(2002)

急性脳卒中患者
対照群 31例
10箇所の主要な経穴にmannual 鍼を行
鍼群 31例
い､患者によっては最大3 経穴まで op亜急性脳卒中患者
tionとして治療に加えた。
対照群 22例
鍼群 22例

群間に有意差は無く､鍼の効果は無かった。
脳卒中後の運動機能のリハビリテーション なし
に鍼治療は有用ではない。

表3 Sze FK et alで引用されているRCT論文の実験デザインについて
Author

対

象

鍼の有効性

実験デザインの問題点

Hu et al
(1993)

急性脳卒中患者
対照群 15例
鍼（通電）群 15例

あり

ランダム化の方法について記載なし
鍼刺激の強さに関する記載なし
ブラインド化なし、脱落数に関する記載なし

Johansson
(1993)

亜急性脳卒中患者
対照群 38例
鍼（通電）群 40例

あり

ランダム化の方法について記載なし
鍼刺激の強さに関する記載なし
ブラインド化なし

Sallstrom et al
(1996)

亜急性脳卒中患者
対照群 21例
鍼（通電）群 24例

あり

刺激部位の詳細な記載なし
鍼刺激の強さに関する記載なし
一部でブラインド化なし

Gosman-Hedstrom
(1998)

亜急性脳卒中患者
対照群 33例
浅鍼群 34例
深鍼群
3例

なし

特になし

Wong et al
(1999)

急性脳卒中患者
対照群 59例
鍼（通電）群 59例

あり

ランダム化の方法について記載なし
鍼刺激の強さに関する記載なし
ブラインド化なし 脱落数に関する記載なし

Sze et al
(2002)

急性脳卒中患者
対照群 31例
鍼群 31例
亜急性脳卒中患者
対照群 22例
鍼群 22例

なし

特になし
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中患者 70 名（右片麻痺 28 名、左片麻痺 38 名、両

激を行う方法）を試み、その結果11例中 7例に従

麻痺４例、男性 48名、女性 22 名、年齢 34 才〜76

来の鍼治療では効果が認められなかった自覚症状

才、平均年齢 57.9 才）のうち中断例4名を除く 66

の改善（消失または著効）を認めたとし、星状神

名を対象に鍼治療を行った結果について報告して

経節刺鍼は

いる。基本的な治療法は低周波鍼通電療法であり、

とを示した。そしてこのような有効な症例は SEP

適宜灸頭鍼を加えている。低周波鍼通電療法は上
肢では八邪穴と手三里または曲池を、下肢では八

（正中神経刺激）の正常な波型を示すものであり、
SEPは鍼治療のスクリーニングとして重要な情報

風穴と足三里または風市（GB 31）を選穴し、末梢

しびれ

に対し有効な方法であるこ

を提供してくれると報告している。

部を陰極とし、1Hz〜3Hz で得気が得られる強さ

一方、對木ら56) は片麻痺に合併した肩手症候群

（4V〜5V前後）で 10〜15 分間通電している。灸

に対する鍼治療の効果を 13 例（平均罹病期間 3.8

頭鍼は手足三里、曲池、風市、陽稜泉、臂臑（LI

±1.7 ヶ月）の患者を対象として検討したところ、

14） などの経穴に 10〜15 分間行っている。これ

RSD （reflex sympathetic dystrophy） スコア・ 浮

らの治療で愁訴が改善しない患者には頭鍼療法

腫・皮膚温変化・異常知覚は有意に軽減し、ニュー

（運動区刺激）を加えている。 しびれ に対す
る鍼治療効果の評価は患者の自覚症状の改善の程

メリカルスコアにおいては 11 例において半分以
下となったと報告している。なお、鍼治療は合谷・

度を指標とし、著しく改善したものを「有効」、

八邪・外関・曲池・肩

気にならなくなったものを「やや有効」、変わら

と両側合谷と手三里の鍼通電療法(1Hz で 20 分間)

・肩

（TE 14）の置鍼

ないものを「無効」、増悪したものを「悪化」と

を週 1〜2回、15 回の治療であった。 これらの結

した。その結果、「有効」10 例、「やや有効」12

果から、對木らは、鍼治療は片麻痺のリハビリテー

例、「無効」38 例、「悪化」6例で「やや有効」以

ションにおいて阻害因子となる症状の緩和とリハ

上を鍼治療の効果とすれば有効率は 33.4％であっ
たと報告している。そして鍼治療の効果が現れて

ビリテーションプログラムを円滑に進行させるた
めの治療手段のひとつに成りえる可能性があると

くるには約 25 回程度の治療回数が必要であり、

述べている。

比較的長期にわたることが指摘された。悪化例に
対しては刺激量の過剰が原因とし、また、
を伴うしびれ

痛み

には頭鍼療法が劇的に効くことも

あるので次善の手段として適用価値があると述べ
ている。

３．鍼刺激の痙性麻痺、脳血流量などへの効果の
機序について
痙性麻痺に対する鍼通電療法の効果とその機序
痙性麻痺に対する鍼灸治療として低周波鍼通電

さらに丹澤54) は しびれ に対して鍼治療が有
効であった理由を正中神経刺激による体性感覚誘

療法は一つの選択肢となる可能性が示されたが、
その作用機序について検討してみた。

発電位 （SEP ：Somatosensory evoked potential）

まず痙性筋の拮抗筋への鍼通電療法の機序であ

の解析から検討したところ、鍼が有効であった症

るが、それは拮抗筋を刺激することによって Ia線

例では SEPの波型が良好であったのに対し、悪化

維を興奮させ、よって痙性筋のα運動ニューロン

した症例では波型不良もしくは欠如であることを

を抑制する、つまり相反（拮抗）抑制によるもの

明らかにし、鍼治療を有効たらしめる背景として

であろう。この点について正門ら 57) は慢性期脳卒

体性感覚系の機能が重要な要素であることを指摘

中患者を対象に手関節の背筋群に 30Hz で 5秒間刺

した。
また、丹澤55 ) は

に対する鍼治療とし

激し、5秒間休止の治療的電気刺激（Therapeutic
Electrical Stimulation : TES） を 20〜30 分間通電

て星状神経節刺鍼（患者を仰臥位とし、前頚部傍

すると図 15に示すように手関節屈筋群の活動は

気管的接近法で星状神経節に刺鍼し、第 7頚椎の

抑制されることを明らかにした。しかも TES を週

横突起に鍼尖が触れたことを確認してから 20 分

2回、4週間続けたところ、さらに改善を示し、そ

間の置針を行い、その間 2分毎に 10秒間の雀啄刺

の効果は治療終了後も持続したと報告した。さら

しびれ
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図15 手関節伸展時の前腕筋群における相反性抑制の改善
（文献57より）
慢性期脳卒中患者､手関節背筋群に30Hz で5 秒間刺激､
5 秒間休止の電気刺激を20〜30分間行っている。

図16 健常者と脳卒中患者の TES 前後における flexor
refex の変化 (文献57 より)
健常者では、約80ms と約170ms の潜時で 2 つの波
形(1stと2st のcomponent)が認められる。
片麻痺患者では flexor reflex の延長を認めた。
TES後flexor reflex の短縮を認めた。

に正門ら5 7)は健常者 および脳卒中患者を対象に

に負荷を除いたときの上腕二頭筋と三頭筋の筋電

TES 前後における屈曲反射を指標に検討したとこ

図を観察したところ、クローヌス様のリズミカル

ろ、脳卒中患者では治療前亢進していた屈曲反射

な筋電図が観察されたが、上腕三頭筋への低周波

が治療後に減弱したことを明らかにした（図 16）。

鍼通電刺激（10 秒間通電と 5秒間休止で 10 分間通

これらの現象は、相反性抑制と presynaptic inhibi-

電）したところ、通電後にはそれぞれの筋のクロー

tion 、すなわちⅠa inhibitory interneuron の活動

ヌス様のリズミカルな筋電図は減弱したとし、相

によるものとした。また村岡ら は、脳卒中患者
15 名を対象に、 前脛骨筋に対する TES の作用機

反性抑制による機序を示唆した。
以上のことから、低周波鍼通電療法は痙性筋の

序を解明するためにヒラメ筋と前脛骨筋のH 波を

拮抗筋に対して高頻度刺激（5〜10 秒間の通電と

指標に検討した。その結果、TES 後においては前

5秒間の休止で 10 分間〜20 分間通電）による相反

脛骨筋からヒラメ筋へのⅠa 相反抑制が出現し、

性抑制機序をねらいとした方法が効果的であると

ヒラメ筋から前脛骨筋へのⅠa 相反性抑制が減少

いえよう。

58)

していたとし、これらのことから前脛骨筋の抑制
性介在ニューロンからヒラメ筋の運動ニューロン

脳血流量に及ぼす鍼通電療法の効果とその機序

への抑制性シナプスと、前脛骨筋抑制性介在ニュー
ロンからヒラメ筋の抑制性介在性ニューロンに通

矢野ら 60) は、鍼通電刺激の脳細胞のグルコース
代謝や局所脳血流に及ぼす影響についてポジトロ

じる相互抑制シナプスの伝達効率が TES によって

ン CT（Positron Emission Computed Tomography:

変化し、改善したたものと推察した。

PET）を用いて健康成人ボランティア、脳血管障

一方、丹澤59 ) は脳卒中患者の手関節に重垂をつ

害、脳腫瘍、 パーキンソン病などの患者 10 名を

るした紐を結びつけ、その紐を鋏で切断して急速

対象に検討した。鍼通電刺激（合谷−手三里、1
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図17 局所脳血流利用に及ぼす鍼通電刺激の効果
合谷‑手三里に2Hz で軽度の筋収縮が見られ
る程度で15分間の通電を行った。

図18 脳血管障害後遺症患者に対する鍼通電刺激の脳血流量に及ぼす効果(文献61 より)
麻痺側の合谷と曲池への鍼通電。1Hz、10 分間、
筋収縮が生ずる程度の強さとした。脳血流量の測定はキセ
ノンCT による。

図19

虚血性脳血管障害におけるソマトスタチンに対す
る鍼通電療法の効果(文献62 より)
Group1 とは electro‑acupuncture+routine treat‑
ments 群、Group1 で治療効果のよい群は good、悪
い群はpoor。Control とは無治療群。曲池・外関・
足三里・環跳への通電20 分間、2 週間に渡り行っ
ている。

図20

虚血性脳血管障害における VIP に対する鍼通電療
法の効果(文献63 より)
Group1 とは electro‑acupuncture+routine treat‑
ments 群、Group1 で治療効果のよい群は good、悪
い群はpoor。Control とは無治療群。曲池・外関・
足三里・環跳への通電20 分間、2 週間に渡り行っ
ている。
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〜2Hz、10〜15 分間の通電、筋収縮が生ずる強さ）

節する作用をもつこと、VIP は血管拡張作用を有

の脳神経細胞のグルコース代謝への効果を観察す

することから考えて、鍼通電刺激は脳内活性物質

るためにノーマライズした画像をコンピュータで

の代謝系にも様々な影響を及ぼすことが推測され

重ね合わせ、刺激前後の差を求め、刺激前値に対

る。なお、鍼刺激による脳血流量の増加反応の機

する増減率を算出したところ、OM45では刺激側

序については、内田らのラットによる研究が示唆

と反対の対側皮質部、特に前頭葉から側頭葉にか
けてグルコースの代謝亢進が認められた。一方

的である。

OM80 ではその効果は対側皮質部にととまらず同

４．まとめ

側皮質部にも及び、鍼通電刺激は大脳皮質の代謝

人間の尊厳の座を脳に求めるとするならば中枢

に対し、かなり広範囲に影響を及ぼすことがわかっ

神経障害は極めて難しい病態である。しかし、常

た。

に病人に密着した人間学的医学として鍼灸医学は

ついで健康成人ボランティアを対象に鍼通電刺

伝承され、発展してきたことからいえば、そこに

激 の脳血 流量 に及 ぼす 影響を 観察 する ため に

は様々な可能性が潜在している。従って鍼灸治療

Steady Study 法（定常吸入測定法）を用いて検
討したところ、図 17で示すように刺激側と反対

を脳血管障害をはじめとする中枢神経障害に対し
て様々な局面において試みる価値は十分あるもの

の右側皮質部で脳血流量は増加し、多いところで

と考える。そのことを積極的、加速的にするには、

30ml/min/100g 以上の増加を示した。一方、刺激

基礎的にも臨床的にも鍼灸医学の科学化、客観化

と同側の左側では前頭葉の一部（上前頭回）で

的研究を推進し、発展させなければならないこと

40ml/min/100g の著しい脳血流量の増加を示した

はいうまでもないことである。

ものの他の部位ではいずれも右側に比べて低かっ

本稿では、これまでに発表されてきた論文の中

た。このように鍼通電刺激によって脳血流量は増
加することが明かとなった。

から主要なものを分析し、現時点でどこまで分かっ
ているのか、また分からないことは何かについて、

一方、大勝ら61) は脳血管障害 6名を対象に鍼通

概略的にまとめてみた。これらのことが脳血管障

電刺激（合谷−曲池、1Hz、10分間通電、筋収縮

害に対する鍼灸治療を行う上で、また工夫する上

が生ずる程度で麻痺側に施行）の脳血流量に及ぼ

で多少なりとも参考になれば幸いである。

す効果をキセノン CT を用いて検討したところ、
図 18に示すように病巣側および健常側において

謝

も増加することが示された。
このように鍼通電刺激は局所脳血流量の増加反
応を引き起こす効果が認められたが、その機序は

辞
本稿をまとめるにあたって文献の収集および整

理に協力していただいた山田伸之先生、浦田
先生に深甚なる謝意を表します。
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Abstract
Review of the effects of acupuncture and moxibustion on brain function and cerebral disorders in human
and animals was presented. Firstly, in basic research on experimental animals, the change of cerebral blood
flow induced by acupuncture and its mechanisms had been reviewed. Nextly, the effect of acupuncture and
moxibustion on human brain function that measured from fMRI, PET, magnetoencephalography(MEG), EEG
(including event related potential) have documented in the review of basic research on humans. Finally, effectiveness of acupuncture and moxibustion on stroke was reviewed, and its possibility of QOL-improvement of
the patients was discussed.
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