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座談会 治療ポイント
のとり方 Part-1
企画・司会

形井秀一

い所までずっとその間、同じような硬さが続いている

灸の先生がたは、触診や視診などの診察をなさった

うえで、最終的に、ある病名、証名を決定し、それ
に対する治療ポイントを選びます。診察をして、最終

黒岩恭一

い、0.16 ミリ -0.2 ミリぐらいのものですから、それ
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診所見についてお話を聞かせて頂こうと思います。鍼

谷岡賢徳

尾崎朋文

number

司会 : 深部に何か硬いものがあったとしますね、皮膚

生方にお集まりいただき、治療ポイントを決定する触

ツボが決まらなくてもおおよそこの辺に治療しようと

酒井蓮哲

20

司会：本日は鍼灸の臨床教育に携わっておられる先

的に治療のためのツボを決めるとします。あるいは、

出席者

volume

いうある部位を決めた場合、治療用の鍼は非常に細

をどこにするか、あるいは灸をするにしてもどのポイン

トにするかというのを、何らかの基準で決められてい

ると思うのです。今日の話題は触診所見が中心です
から、例えば「骨度法によります」とかいう話ではな

く、骨度法でおおよそ決めた所から、最終的にどこか、

「骨度」からは何ミリかずれているけど「ここなんだ」
という部位を決定されるポイント、特に、触診上の感

覚というのがおありだと思うのです。その辺の話がで

きればと思うのですが、谷岡先生、いかがでしょうか。

皮膚の過緊張をみる

が過緊張している状態があって、皮膚から深部の硬

という意味ですか。

谷岡 : そのように理解していただいたらいいと思いま

す。熟した硬結というのは過緊張状態になっているの

です。硬結が体液を多く含んでいて、はち切れそうに
なっているというとオーバーですが、体液が過飽和状

態です。その緊張が体表にまで届いている所が施術

点なのです。皮膚が最初に緊張しているのではなく、

内部の硬結の緊張が表面にまで届いている所です。

そういう部位は軽い力でさすると皮膚が少ししか動か
ない。緊張の連続のない所は同じ圧力でさすっても割

合よく動く、皮膚のたるんでいる所はさらに動く、と

いうようなことで区別するわけです。このことは、小

児鍼をよくしていた関係で、微妙な感覚をとらえるこ

とができるようになったのです。その緊張というのは、
健康なときよりも緊張しているということがポイントで

す。

司会：正常な状態より緊張しているということですか。

谷岡 : 治療ポイントになるのは、皮膚が過緊張状態に

あるところです。健康なときと比べて皮膚の緊張が増

している部位をまず探します。さらにその部位の深部

谷岡 : はい、そこが施術ポィントなのです。体の部位

によって、正常な緊張度は異なります。例えば足の向

こうずねは、いつでも緊張しています。額でもそうで

に熟した硬結がある、例えば圧痛が顕著であるとか、 しょう。ところが、肘頭なんか非常にたるんだ状態で
患者が「あ、そこだ」という感覚のある所を施術点と

して選んでおります。皮膚のたるんでいる所は施術点
ではありません ( 図 1)。

刺激する部位 ( 熟した硬結がある )

硬結

皮膚が緊張

すね。たるんでいて正常だし、緊張していて正常とい

うのもありますから。その人の年齢、体格、性別な

どによって緊張度が、部位によって異なっていますが、
それよりも緊張しているかたるんでいるかということで

す。

司会 : それはどっちからスタートするのですか。中の
硬結からだんだん表面に及ぶのか、表面の緊張が深
部に。

刺激しない部位
皮膚が弛緩

谷岡 : その辺は詳しくは分からないですが、私の考え

では多分、中の緊張が表面に出てくるのだと思います。
司会 : そのように仮定すると、表面まで来るとかなり

硬結

状態が進んでいるという意味ですね。

皮膚が緊張
硬結

硬結との間に緊張の
連続がない

図 1：刺激適応部位 ( 谷岡 )

司会 : 今のは鍼の話ですか。
谷岡 : 鍼でも灸でも同じです。

がなくなってじわっと、病勢が悪化した場合に、悪い

のが体の底にたまっていくという状態、そうなったら
皮膚はたるんできますから。

司会 : すると、そこはやれなくなる。
谷岡 : そこはしなくて別の所に、もう少したるみの少

ない所。

司会 : 同じですか。そうすると、たるんでいる所では
なく緊張している所をまず目標にするのですね。
「熟し

司会：表面から緊張している所を探す。

味ですか。

らないですが、体全体から見てこの場所がいちばんた

た硬結」とおっしゃったのですが、それはどういう意

谷岡 : 皮膚と内部の硬結の間に緊張の連続があると

いう状態です。
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谷岡 : まさにここへ治療してくれという段階ですね。日

にちがたつと今度は中へ沈んでいきます。表面の緊張

谷岡 : 緊張という言葉がその時点で合うかどうか分か

るみが少ないという所、そこがすなわち過緊張である

という解釈のしかたをするわけです。
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司会：分かりました。そうすると、こういう置き

言うものの、体全体への影響はほんのわずかな

換えをしてもいいでしょうか。過緊張のほうが

のです。中のほうに熟した硬結、つまり体液過

うと乱暴でしょうか。

きくそれがより過飽和状態であれば、その 1 カ

実でたるみのほうが虚という表現でまとめてしま
谷岡：私は虚とか実とかいう見方はしないので

す。現代医学的な解釈をしておりますので。
司会 : そうですか、分かりました。

過緊張の触診方法は
黒岩 : 教えてほしいのですが、緊張というのは

どういう形で触診可能なのですか、押さえると
か、さするとか、一定の圧を加えた状態でさす
るとか…。

谷岡 : いちばん分かりやすいのは、軽くさする
状態です。皮膚の厚さなんて 1 ミリそこそこで

すからね、場所によっては 2-3 ミリのところも
あるでしょうけど。その深さを超えない程度の
圧力ですから、ちょっと力を加えすぎると、皮

飽和状態の硬結があれば、体への影響力は大

所で体全体に影響を及ぽすことができるのです。
体全体をがらっと変えることができます。今だと
夏風邪が多いですから、湿り気がある場合、灸

をして、湿り気があって軟らかめの硬結であれ

ば灸をしたら灸の熱が身体の奥にしみ込んでい

き、肩も頭もすっきりしてきたというようなこと
になってきます。

黒岩 : 深部の硬結と表面の過緊張した皮膚の範
谷岡：皮膚の緊張は、ある所で急にとんと境界

谷岡 : このように、鍼を持っている指の隣の環

が垂直的にあるのではなく、山のようになって

います。その中のいちばん緊張の高い所を探す
わけです。例えば、手のひらぐらいの範囲が過

す。それを指先で判断していくわけです。

なのです。正常なところは多少滑りやすい、と

ころが、過緊張だとちょっと引っ掛かって止まっ
てしまうわけです。いちばん分かりやすいのはプ

ごく軽い力ですっと産毛に触れるような感じでさ
するということ、そこで指先が止まる所です。

いうと偏っているケースもおうおうにしてありま
黒岩：その下に硬結があるわけですか。
谷岡：はい、熟した硬結がある。熟していない

硬結は、あってもむだです。緊張の連続がない

から。治療してもあまり生体が変化してくれな

い。

酒井：過緊張を見つけるというのは非常に難し

黒岩：指が引っ掛かるのは発汗のせいではない

いなと思って、微妙な手じゃないとそれはでき

谷岡：それはまた別な、湿りという判断でします。

でもそれはできるようになるものですか。

のですか。

発汗で指が止まるというのと全く区別しておりま

す。

黒岩：それはざらつきみたいなものですか。
谷岡 : 緊張の差です。緊張している所と緊張し

ていない所と並べると、緊張していない所は割

合すっと指先に皮膚がついてきてす一っと動き
やすいのですが、ぴ一んと張っている所はぱっ

と質が変わってしまうのです。だからその境界
付近では指がひっかかって止るのです。

井上：過緊張の状態で指が引っ掛かる、その
下の硬結があるかどうかというのは、今度は押

して診るわけですか。

谷岡：そうです。そこはちょっと圧力を加えて硬
結が存在するかどうかを調べます。

井上：硬結がなければ治療部位とはならないの

ですか。

谷岡：なければ効果がほんのわずかしかないで

す。皮膚が過緊張で中に硬結が存在しない所を
治療したら「あ、ちょっと楽になったわ」とは

司会 : 母指、示指、中指の 3 本で鍼を持ってい

ますね。

軽くさするということができるわけです。反応の

が止まってしまうのですが、そこは必ず過緊張

図 2: 三稜鍼型小児鍼の持ち方 ( 谷岡 )

囲に関してはいかがでしょうか ?

緊張であったら、その中でいちばん緊張の高い
のはどこか、中心部とは限らない。どちらかと

ある部位と正常の部位の境界付近で、つっと指

使うのです ( 図 2)。

身柱なんか非常にいい例です。1 力所のツボで

膚を診ているつもりが皮下組織や筋肉層を診て

いることになります。小児鍼をやったおかげで

ばん敏感なのは小児鍼をやるときの右手の環指

です。環指で皮膚を読みます。鍼をこう持って

ないのではないかなと思うのですが、一般の方

小児鍼で会得する

指がフリーですのでそちらを診察に使うのです。
子供の場合、ほとんどが急性の症候を呈します

から点より面として反応が出てくるのです。大人

でも急性疾患のときは点よりかなり大きな面と
して反応が出てくるでしょう、子供はほとんど面

として出てくる。だから、右手の中指と環指の

指頭が当たった範囲内でどこが反応かというこ

とが分かるわけです。微妙なところを診るとき
は右手 ( 刺手 ) の環指を使います。

酒井 : 施術する前に触ってみてここが緊張して

いるなというので、そのようにされるわけですか。
谷岡 : いえ、小児鍼をすると同時に、中指も環

指も小児の皮膚に触ってますから、私の場合、
診断即治療ということになります。

司会：変化を見ながらこの程度で終わるという

ことも決められるのですね。

谷岡 : 過緊張が改善されたらもうそれで治療終

了です。それ以上やったら皮膚がたるんできま
谷岡：できます。小児鍼をやったらいいですね。 すから、たるんだら刺激過剰です。
小児鍼をする時の手の動きをしたら、皮膚と平
司会 : 分かりました。では黒岩先生にお伺いし
行にすっと手を抜いていく、術者の手が子供の
ます。どのように所見をとられるのでしょうか ?
皮膚からすっと離れる直前の感覚、このときに

いちばんとらえやすいですね。押さえたりすると
大変難しく、見つけにくいです。さするという動

作がいちばん見つけやすいです。小児鍼をやる

10 時、2 時をねらう
黒岩 : 最初に視診や問診で悪い所すなわち刺鍼

人は非常に指先が敏感になります。というのは、 点に当たりを付けます。当たりがついたら、触
子供はちょっとした刺激で、がらっと体が変わり 診して硬結を捜します。腱や筋の場合、硬結の

ますから、そのとき、鍼のは皮膚に平行に近い

形は索状、円柱状です。その硬結を皮膚もろと

ようにあてる手の動きをしておかなければ、ど

も切ったところをイメージして下さい。断面は円

供は症状が悪化します。熱が出る、下痢をする

12 時、遠い所を 6 時とします。触診はこの断

ます。さする手の動きで私は訓練された。小児
鍼をしたおかげでそういう診方が会得できたの

行います ( 図 3)。

一んと垂直にあたるような形だとそれだけで子

形になります。断面の皮膚にいちばん近い所を

というようなことで、治すはずが悪くしてしまい

面で言うと 10 時とか 2 時の所に焦点をあてて

ではないかと思っております。

司会：押手のほうでとらえられるのですか。
谷岡 : 右手、刺手です。両方使いますが、いち

10 時とか 2 時というのは多くの人に分かっても

らうための方便で、実際には触っていちばん硬

い所です。硬結の中のいちばん硬い所。そこを

硬結の長軸に沿って順番に押していくと今度は、
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皮膚

黒岩 : というか最終的には患者。
司会：患者の感覚ですね。他覚所見ではなく

患者の自覚ですね。その自覚はどこから生まれ
てくるのですか ? 部位的には筋層内とか腱内 ?

硬結

黒岩：筋、腱、結合組織です。
骨角筋

図 3：トリガーポイントの触診位置 ( 黒岩 )

司会 : 皮下にある組織の中ですね。
黒岩 : そうですね。
司会：谷岡先生、黒岩先生は、少なくとも押さ

ぬるっとしている感じがあって、押さえられた方

えている場所、診ている場所が違うことと、他

という認知覚が生じる所に最終たどり着きたい

黒岩 : それがいちばん大きいかもしれない。

は「あ、そこ、痛いのはそれ、そこっ」という 覚所見か自覚症状かの違いもあるということで
認知覚が生じる所が見つかります。
「あ、
そこっ」 すね。
わけです。そのために短縮させたら痛いという
運動学的所見から始まって、触察所見、応答
所見である認知覚まで採取するんですね。

谷岡 : 私は索状の硬結を探していくとき、私の

谷岡：他覚所見もありますが、自覚症状は多
分一緒です。

井上 :「あ、そこ」というのは一緒ですよね。

指と患者の骨との間に硬結を持ってくるのです。

司会：一緒なのですか。

司会 : 台を置くわけですね。

谷岡：一緒なのです。

谷岡：そうです。

司会：ただ、谷岡先生は 12 時ですよね。

黒岩 : 我々のグループが「受け」と呼んでいる

黒岩：12 時だと多少受け手に不快感が混じり

ものですね。我々の技術体系では、治療のとき
は受けが必要なことはありますが、探すときは

必要でないことのほうが多いような気がします。

というより、硬結自体が受けになります。
谷岡：そうですか。

黒岩 : 多分血管、神経線維の分布が多い所にト

リガーポイントが形成されます。そこが 10 時

･2 時です。10 時 ･2 時から 180 度反対側へ

ませんか。

谷岡 : それは圧が強すぎる時だけのことです。
黒岩：仮に同じ圧を 12 時と 10 時 ･2 時とで

比較すると、10 時 ･2 時のほうが快成分が多

いような気がしますが…。

谷岡 : 多分圧力の違いだと思います。
黒岩：我々も最初「治ればいいだろう」と治療

と押すなら、奥にある硬い構造物、硬結自体が

していたのですが、我々の治療で改善したにも

受けになると思われます。

かかわらず結果的に患者に嫌われたのです。

谷岡 : なぜ、12 時の所で出てこないのかなとい

自分で我々の方法を受けてよく分かったんです

う疑問がわきます。

黒岩 : 筋とか腱とか、並んで走行しますが、そ

の間を結合組織が埋め、その結合組織の中を

神経や血管が通ります。それが枝分かれして

10 時 ･2 時の方向から筋の中に入りますね。

が、痛かろうが「治ればいい」では患者は喜ん

でくれない。で、いかにして快成分を増やすか

volume

20

number
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ので、不快感を生じない弱い刺激ですむ。逆に

反応の強くない 12 時だと、正常に近い組織を
傷つけて不快感が生じるんだと思います。

司会：そうすると谷岡先生とちょっと違いますよ
ね。

谷岡 : これは刺激量の問題だと思いますので、
あまり関知していません。
司会：違いは感じないですか。
谷岡：問題ないです。
井上 : 谷岡先生は筋まで刺入されないのです
か。
谷岡 : 体質によってすることもあります。黒岩先

生はすべて筋肉の所まで刺入なさるから、そこ
に大きな違いはあります。
黒岩 : 僕は、子供の症例は持っていないので。

比較するとどうなりますか。

谷岡 : 大人でも、4 ミリ以上刺入するケースは

患者全体の 1/3 か 1/4 ぐらいかな。だけど、
今は大人の治療の話なのです。

黒岩 : 刺鍼方向に関してもう一つ。小殿筋とか

大腰筋とかにできたどうしても触れない硬結の

場合ですが…。最初にお話ししましたように、
関連痛の放散部位、疼痛誘発運動で該当する

筋を推測しておいて、後はねらい打ちします。

その場合は 12 時ばかりです。深部のトリガー

ポイントは活性が高い場合も多く、10 時とか
2 時の領域をはるかに超えてトリガーエリアが

広がっていますから、12 時でも十分気持ちの

いい感覚、痛 ( いた ) 気持ちいい感覚を与える

ことができます。触れない所については、触れ
る所とは異なるアルゴリズム ( 定型的問題解決

手法 ) に従って 12 時から打つということになり

ます。とにかく硬い所、より硬い所、より硬い
角度で触れますし、打ちます。

というのが課題になり、
格闘しました。その内に、 司会 : 解剖的に存在していると思われる緊張の
10 時とか 2 時の方から触察し、刺鍼すれば不 ある筋の浅部に、何らかの反応は関連して出て
快感が減り、快成分が増えるということを突き きていないのですか。必ず筋や腱を診なければ
止めることができ、それ以来患者さんの評価も

いけないですか。

神経や受容器でしょうから、密度の高い所にで

司会 : 治療の話まで入ってきたのですが、鍼先

すが、
「あ、それ」を最終的な決め手とする以

司会：谷岡先生は、いわばいちばん高い 12 時

黒岩 : 筋まで行きます。

筋に人った辺りは、血管にしろ神経にしろ分布

は密になります。トリガーポイントは感作された
きるのは当然かなと考えています。

の所を目標にされるとおっしゃったわけですね。

黒岩先生は 2 時か 10 時、多分いちばんの違
いは、谷岡先生は指先に感じる皮膚表面の状
態を見られているけども、黒岩先生は中の索状

硬結を確認しなければいけないとおっしゃって

いるわけですね。筋の中にあるものを見ようとし

ているわけですね。
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違ってきましたね。

はやはり筋内ですね、皮膚ではないですね。

司会：12 時だと、もし筋内に入れたら患者の

不快感が強い。反応が強い所なので、そこを
直接攻めると患者が不快になることが多いの

で、少しずらした所を治療しているということで
すか。

黒岩 : いえ、多分反対で、10 時とか 2 時が本

当に悪い所、先生が言われる反応の強い所な

黒岩 : グループ内で随分検討したことの一つで
上直接触るか刺してみるしかないわけですよ。
皮膚や浅層の反応は解剖学的に当たりがついた
時点で、もう要らなくなってます。とにかく筋 ･
腱の悪い所に触らないと確認できないですね。

司会 : 分かりました。
尾崎：私も黒岩先生と同じく、結構深めに鍼を
刺すのですが、直刺の 12 時ではなく 45 度程

度の斜刺、すなわち 2 時か 10 時に相当する方

向に刺鍼します。これと同じことを私の師匠か
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らも聞いたことがあります。刺鍼する場合、硬

会は、刺入するのはいちばん硬い所をやるよう

結にダイレクトに鍼先を当てると、確かによくこ

にと言われています。だから、12 時とか 2 時

刺入方向を 10 時とか 2 時の方向で、斜めから

かりません。ただ、いちばん硬い所を探してそ

たえるけど不快感も伴うケースが多々あります。 とかいう意識はあまりしたことがないので、分
少し硬結をかすめる形で刺入すると不快感は少

なくなり、よく効くことを経験します。刺激に慣

れた患者さんであれば、多少の不快感は無視し、

ダイレクトに硬結に刺鍼しますが、不快感の嫌

いな患者さんにはこの方法を使っています。

偉い先生の押し手も斜め
黒岩 : 何人かの偉い先生の、よく治してる先生っ

て意味ですが、見学に行ったことがあって、何
人めかは覚えてませんが「偉い先生って、押手

こを目当てに直刺する。

司会 : 硬い所というのは硬結という意味ですね、
深部の硬結ですね。
酒井：はい。

酒井 : 今のところ明確な定義はありません。
司会 :「虚中の実」でも、その実に当てるとい

う意味ですか。

ね。

あるはずと思いました。それから随分経って、 酒井 : はい。直刺して、いちばん硬い所を目当
硬結を押している時に思い出してやってみると、 てに。

て気づきました。

司会 : 谷岡先生は、体表面、皮膚面からずっと

尾崎 : 私も経験の豊富な先生の手技を見せてい

ながっているような場合、表面で最も張ってい

ただいたことがあります。しっかり押手が垂直

連続性のある緊張が深部の硬結、緊張までつ

る所、皮膚面のいちばん張っている所を探して

に固定されている中で、微妙に押手が動いて、 そこに刺激を与えるということをおっしゃってい
硬結に対して、垂直ではなく少し斜めから刺入 て、深部の硬結自体は刺激しないわけですね。

している印象を受けました。例えば、腰の志室

の硬結なんかまっすぐ入れるより斜めから入れ

ていくと結構不快感がなく、ソフトな響きが得

られることがあります。硬結に対して直接当てる
のではなく、色々と刺入方向を変えているので

合なら硬結の中までぶすっと鍼を刺すことがあ

ります。

谷岡 : 今の話に関連して私なりに観察したとこ

司会：そのときも 12 時でいくわけですね。

い感じというのがしばしばあります。2 時とか 3

時とかいう考え方もありましょうけど、ちょっと

刺絡

硬い硬結

亳鍼

並の硬さの硬結

が、トリガーポイント周囲に認められる交感神
経緊張現象を物差しとして利用します。交感神

経緊張の皮膚所見は東洋医学的には「虚」で

す。例えば皮膚で、交感神経緊張があれば冷
たく白っぽいですし、発汗がありますし、押せ
ばくぽみも生じると思います。

司会：分かりました。もし痛みの問題に限った

場合には、索状物、緊張の 2 時か 10 時を探っ
て、自覚的に不快感があれば、痛みがあればそ
れを問題とするのですね。

と思う所を探ってそこに刺激をされる。その場

合、表面が窪んでいる、力がない、皮膚表面

から張っているとかいうことは考えないのですよ
ね。

ために、皮膚ではなく筋の盛り上がり、筋緊張

で盛り上がっている所を探します。皮膚所見と

司会：分かりました。

形井秀一
灸

柔らかい硬結

尾崎 : よく「虚中の実」とか言いますよね、あ

今の話はしこりの面に対して打つ問題で、北辰

黒岩 : はい。その場合原則的に、障害を持って

いる臓器の近くのトリガーポイントを選びます

次号に続く

はなるほどいいのかなという気がしなくもないで

こりがある場合を「虚中の実」と言っています。

司会：痛みの治療でないときは ?

は違いますが、先生の言われた皮膚表面の張り

すね。そういう意味で 2 時とか 10 時というの

酒井 : 違うと思います。表面が虚して深部にし

必要なトリガーポイントを選ぶには違う物差し

を使います。

に近いものを捜します。

に、硬い膜の所に毫鍼を突き刺していくと不快

れとは違うのですか。

でも、全身のトリガーポイントの中から治療に

められても、触診は大変です。触診範囲を絞る

なく軟らかい感じがある。そういう状態のとき

す。

動が強く起こることを見つけてからは、自律神
経が関与する内臓機能とか、血管免疫系の疾

アルゴリズムで大胸筋が悪いというのを突き止

分があるのですね。硬さでいうと、硬結だけを

感が出ることは割合あります。ところが、軟ら
かい面から刺していくとそういう不快感はないで

だトリガーポイントに鍼を刺すと自律神経の変

谷岡 : はい、
そうです。ただ硬結の硬さによって、 黒岩 : はい必要ないです。ただ、大殿筋とか大
毫鍼 ･ 三稜鍼 ･ 灸を使い分けます。( 図 4)
胸筋とか大きい筋がありますね。そういう場合、

斜めの方向から観察してみると案外軟らかい部

取り出してみたら。表面はちょっと膜のような硬
さがあるのですが、周りはその膜が薄れて何と

黒岩 : はい、痛みの治療では関係ないです。た

黒岩 : 皮膚じゃなく、皮下で「あ、それっ」と
谷岡：いいえ、それは体質によって変わります。 いうのを…。
皮膚鍼だけで終える、それだけで十分生体が変
化する人もありますし、強刺激が必要な人の場 司会 : 痛みの場合は、患者自身が「あ、それ」

すね。

ろは、硬結というのは比較的 12 時の方向に硬

問題にされないわけですよね。

場合、
「あ、それ」という所は必要ないわけです。

尾崎：逆の「実中の虚」は ?

酒井 : 実に当てるのだけど、今の話の 12 時方
です。学校では上下圧は皮膚に対して垂直にと、 向に刺します。
たたき込まれましたが、そうじゃない、偉い先
生の押手は斜めになっている、どっちかに傾い 司会 : それはまっすぐ直接当てるということです

全然違う、快成分がこっちのほうが断然多いっ

司会 : 黒岩先生は、表面の虚実や緊張の話は

患にもアプローチするようになりました。その

を皮膚に垂直に当ててない」ことに気づいたん

ているんですね。傾いているのには何か意昧が

谷岡 : はい。

1951 年生まれ
1975 年東京農工大学農学部卒業
1979 年東洋鍼灸専門学校卒業

図 4: 適性刺激 ( 谷岡 )

司会 : 分かりました。深部の硬結の 12 時に実
際当てることもあるということですね。

1981 年筑波大学理療科教員養成施設卒業
1999 年筑波技術短期大学教授
< 現職 > 筑波技術大学 保健科学部 保健学科 鍼灸
学専攻・教授
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座談会 治療ポイント
のとり方 Part-2
企画・司会

出席者

形井秀一

谷岡賢徳
黒岩恭一
酒井蓮哲
尾崎朋文

虚実をみる

酒井：それは分からないです。

酒井：まず、診断で虚実が決まって、虚証であれば

黒岩：押さえ方や触り方で、多分筋だろうとか、推

いった反応を見ます。先ほど「虚中の実」とかいうお

酒井：そうですね。

浅在が弛緩して深部に硬結があります。

谷岡：どれくらいの圧力で診ておられるのですか。

当然虚の穴を探す。我々は、選穴しても、両側を使 測は不可能ですか ?
うことはまずないので、左右どちらかを使うのです。
酒井：筋が分かりやすい所は分かりやすいですね。
虚証なら、例えば合谷ならより虚のほうを使うわけで
例えば、背部兪穴なんかだったら明確に筋でしょうし、
す。それはどこを診るかというと、皮膚の緩み、冷感、
内関なんか、ここはどうなるかというと全く分からな
発汗のあるほうです。両側あっても、それらがよりき
いです。
ついほうをより虚がきつい反応と見ます。反対に実証
は、緊張している、硬結がある、熱感がある、そう 黒岩：腱と腱の間ですか。
話がありましたが、その場合は、表面が、すなわち

発汗は重要な虚の所見
酒井：なかでも、虚の反応の場合は発汗が非常に重

要で、特に病が古くなる、もしくは非常に重篤になっ

た場合、発汗は非常に重要な反応になります。普通

井上悦子

の病人の場合、その穴所の発汗があったとしても直

径は大体 1 センチぐらいで、それに正比例して深在の

しこりも大体 1 センチぐらいだろうと。だけど、重篤
な病人だともっと大きくなる。発汗の面積も大きくな

この 記 事 は、「 鍼 灸 OSAKA」 第 71
号（Vol. 19 No.3/2003. Autumn)、 るし、深在の硬結も大きくなる。そして、硬結はより
P3-P33 に掲載されたものを、編集部 浅い所から深い所へ移行していく。逆にいえば、そう
の許可を得て転載いたしました。
いう病であっても、いい治療をしていくと発汗の面積

も小さくなるし、しこりの面積も小さくなるし、しこり
もだんだん浮いてくる、表面に移行してくる。そういっ
た反応を示します。

司会：そうすると、浅い部位と深い部位の両方を触

酒井：最初は先生と同じで軽く。左右同じぐらいであ

れば、今度はもっと深在を診ます。虚の場合はどれく

らい深在部までいっているかとか、反対に実証の場
合はしこりがどれくらい深くまでいっているか、どれく
らいの大きさになっているか。

谷岡：深い所はどれくらいの圧力で診られるのでしょ

うか。

酒井：あまり気にしてないです。深在の所まで押す

ということですよね。軽く触ったら触れないのにもう
ちょっと深くまで診たら触れるということがありますよ
ね。だから、これぐらい押せば大丈夫だということは

ないわけで、この患者さんは実証だからここが実して

いるはずだから、しこりがあるはずだから、軽く触って、
なければもっと深くと、段階的に探していくわけです。
黒岩：最初に立てた予想どおり見つかるまで押してい

診の目標にしていて、浅い部位の虚を治療対象にす

く?

酒井：虚証であればそういうことになります。

すよね、わずか数センチの間ですから。

るのですか ?

司会：全体の判断として虚証であれば、そのツボも
虚のほうをやる。実証だったら。

実証は緊張や硬結を目標
酒井：実の側の穴を取る。両方とも虚していればよ

り虚のきつい側に、もしくは虚が深在まで進行してい

る場合、いろいろあるのですが、大体虚している側を
選穴します。例えば、肝鬱という実証の場合、肝兪

酒井：見つかるまでというのも変だけど、大抵ありま

でも、非常に浅い所から、なでるぐらいの所からさま

ざま、圧の問題では、それこそ背部兪穴なんかは陽
経ですから、かなりきつく押してもどうということはな

いですが、例えば陰経側は非常に敏感な所ですから、

よりデリケートに触っていきますよね。

指先の力の差

に取穴して治療するという場合、表在は普通で深在

谷岡：今、酒井先生がご自分の腕を触っていらっしゃ
るのをぱっと見た感じでは 10 グラムか 20 グラムの

ほう、よりしこりが大きいほう。

ぐらいの圧力かなという印象を受けたのです。鍼灸の

の緊張を目当てに鍼をします。両方あれば、より硬い
司会：実のときに治療しようとする場所は、皮膚面か

ら緊張しているということはないのですか。
酒井：緊張と熱感があります。

司会：表在が普通で、深部が緊張している。それは

硬結のこともあるでしょうし、筋緊張であることもある

わけですね。

酒井：要するに緊張、しこりですね。
司会：それは筋なのですか、それとも筋より浅い部分

ということもありうるのですか。

圧力で触ってらっしゃるかな、軽く触った場合、それ

学生に背中を触らせると、多分 10 キロか十数キロぐ
らいの力をかけないと熟した硬結を触知できないとい

うケースがしばしばある。私自身が触る場合は 1 キ
ロか 1 キロ半ぐらいの圧力で同じ硬結を触ることがで

きるのです。指先ができているのとできていないのと
の違いによってそういう差は出てきます。

酒井：指の力は確かに、能力ではなくパワーですよ

ね、指のパワーがあるなしで雲泥の差ですから。パワー

のある人が軽く触っているというのと一般の人が軽く
触っているというのと全然違いますよね。パワーのあ

る人が軽く触っているといっても普通の人ではけっこ
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う力を入れないと触れないというのもあるわけ

してきます。声に力が出てきますしね。だから、 司会：そうです。

たちに同じようにといっても同じようにはできな

からだめ」という診方ではなく、個々の患者の

で、今、キロ数で言われましたけど、学生さん
いでしょうね。

井上：谷岡先生のおっしゃっている、皮膚が過

緊張で硬結が熟しているという状態は、「虚中

の実」とかいう表現に言い換えると「実中の実」

ですか。

酒井：そういうことになるでしょうね。だけど、
一般には、我々としては素直に「実」です。

井上：谷岡先生の表現されるような施術ポイン

トを酒井先生から見たら、実だけを治療されて
いるというようなとらえ方になるわけですか。

酒井：でも、恐らく先生はそこだけをやられて

いるわけではないですよね。反対に、弛緩して
いる部位も当然治療されているわけですよね。

谷岡：弛緩している部位はしません。過緊張の

計器で調べて、その数字で「あ、ここ緩んでる
相対的なたるみ、緊張を判断しております。

黒岩：今、おっしゃっている治療には、痛みも
対象として含まれてますか。

谷岡：痛みも対象です。あらゆる疾患が対象で

す。全ての疾患にこの法則で対応できます。

酒井：穴所の圧痛がありますよね、圧痛と、気
持ちがいいというのもありますよね。反応として

それはどうお考えですか ?

司会：では、その話をしましょうか。確認しま

volume

20

number

59

谷岡：そのとき、硬結に何か違いがありますか。
司会：硬結では、実の方が虚よりも大きいとい

うか、太い。虚の方が、非常に細い、という印

象です。太小でいうと実のほうが大きくて虚す

じのほうが小さい。また、虚の中に筋状の緊張
などはよく感じますけど。
谷岡：軟らかさはどうですか。

実は軟らかく虚は硬い
司会：実のほうが軟らかくて、虚のほうが硬い

です。だから、虚はぎゅっと縮んで硬くなってい

すが、圧痛というのは患者さんが、術者が指

るという感じです。もちろん実が柔らかいといっ

どう考えるか。教科書には、圧痛があるのは実

はさらに硬くなった状態で、縮こまって体積も

で押さえたことで感じる痛みという意味ですね。 ても他の部位よりは硬い。硬いから硬結状の病
それとは逆に、気持ちがいいと感じる、それを 的状態として把握されるわけです。そして、虚
で、気持ちがいいのは虚であると書いてあるわ

小さくなったという感じです。

けです。それは陰陽の立場で分ける場合の一つ

緩した所をやればむだな治療になります。

谷岡：私も硬結をいろいろ分類しておりまして、
の分け方としては、いいかなとは思うのですが、 今の話に限っていえば、非常に硬い感触のある
実際に虚というのは何なのかと考えたとき、湿っ
硬結は嫌な痛みがします。極端にいうと針金の
ているとか冷たいとか、そういう体表の所見を ような硬結、ただ、年寄りは針金のような硬結

酒井：それは一人の患者さんに同時にはしない

してみると気持ちよくないのですね。むしろ患

り含んでいない針金で、休眠中の硬結なのです。

の痛みでも気持ちいいときがあるのではないか

がいいなというのがあって、そのうち圧力が増

所を治療したら他所の弛緩している所はちゃん

と緊張が出てきます。これが生体の不思議さで
す。だから、弛緩部はする必要はないです。弛

ということですよね。A という患者さんは過緊

虚であるという判断した場合でも、必ずしも圧

をいっばい持っていますが、あれは体液をあま

中でどこがいちばん緊張度が高いかというのを

者さんは嫌な痛みを感じることが多いです。で 今ここで話すのは体液をいっぱい含んでいる、
すので、患者さんが感じる気持ちよさと痛みで、 硬いけれども体液の過飽和状態の硬結、これは
虚実に分類しないほうがいいのではないかと私
非常に痛い、「やめて !！」という感じになって
は思っています。それと心地よいというのがある きます。
ようです。それを虚というのかどうか、多分実
の痛みでも気持ちいいことがあるだろうし、虚 軟らかい硬結は、最初、軽い圧力なら気持ち

たら大抵は分かりますから、時間のかかること

と思うのです。触診上の患者さんの感じとして

張のほうをやって、B という患者さんは反対に
弛緩しているほうばかりをやる、ということでは

ないのですか。

谷岡：ないです。体を診まして、その人の体の

診て、小児鍼するような感じですっすっとなで

はないのです。そういう形で調べていき、重篤

な人は全体的に皮膚がたるんでいます。だけど、

その中でもたるみのいちばん少ない所がすなわ

ような痛みかに分けられるようです。

ち緊張している所と判断するのです。そこへ施

谷岡：耐えられる痛み、それと耐えられないよ
術していくとその部分の緊張が増してきます。 うな痛み、これは圧力の差によってかなり違い
非常に軽い刺激でいいはずです。施術部の隣 が出てくるのではないでしょうか。
接部も弛緩が改善されますが、遠隔部位で施

術部に関連した部位の弛緩も同時に改善されて

司会：出てきますね。それは、圧の話を先に

の部位をやれば他所の弛緩している部分が改善

と思っていますので、普通は痛いとか痛くない

きます。数力所の施術で全身の改善が可能です。 しますと、私が触診する場合、なるべく患者さ
そう多くの治療点は取らないのですが、過緊張 んに不快感を与えないというのを大事にしたい
されてくる、そういうことが生体観察から分かり
ましたので、弛緩した所はあえてしません。そ
れはむだだと思います。

井上：では、全体に弛緩してらっしゃる患者さ

んでも、個人の中で相対的に過緊張の部位とい

うのは見つけられるものなのですか。

谷岡：見つかります。慣れてくれば簡単に見つ
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を受けます。体液の過飽和状態なのですが、軟

らかい。これは果物みたいなものだと思います。

例えば、リンゴぐらいの硬さとしたら、実の場合、
軟らかい。虚の場合、クルミとか栗のような硬

さです。

司会：硬結の表面ですね。

細く硬い硬結には刺絡

谷岡：硬結の表面でとらえてもらったらいいと
とかいう感覚をほとんど感じない程度の圧にし
ているつもりなのです。ただ、今の話のように、 思います。そういう細くて硬い硬結の場合、刺
耐えられる痛みなのか耐えられない痛みなのか 絡が非常によく合いますし、ちょっと軟らかめの
という話のときは、それより少し強めの圧で確

認しています。だから、普通だとあまり不快感
を感じない程度の圧ですが、それより少し強め
のを与える程度で患者さんがどっちに感じるか

という圧にしております。

けられるものです。数秒以内で発見できます。 谷岡：同じ圧力で、片や耐えられる、片やもう
2 カ所か 3 カ所、その部分だけしておいたら表 やめてという、それが虚である、耐えられるほ
情も変わってきますし、体の状態もかなり変化

すにつれてだんだん痛みが増して、痛いけど耐

は、ぐっと力を入れたときに耐えられる痛みか、 えられるという感じ、これは軟らかい、例えば
あるいは、耐えられない、嫌な、
「うっ」と来る 先ほどの虚の硬結と比べて軟らかいという感じ

うが実である。

硬結には毫鍼が合う。だから、刺絡が合うすじ
細い筋状の硬い硬結に毫鍼をやると、軽く弾入

した段階で跳ね返ってくることがあります。ある

いは、無理して刺入していくと鍼が線維に巻き
付いたような感じになってしまうようなことがし

ばしばあります。実の場合、弾入は容易にでき

ますし、刺入も、容易に入っていく、そういう
違いを感じております。
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司会：なるほど。これは深部の硬結と考えてよ

ろしいのでしょうか。

谷岡：いえ、表面にあっても。腱鞘炎などでは
皮膚のすぐ下に腱がありますけど、こういうよう

な所でもしばしば刺絡性の硬結、硬い索状の
硬結が出ることがあります。

司会：大体私が言いたいのと同じ方向かなとい

う感じはしているのですが。ただ、患者さんの

表現として、嫌な痛みとおっしゃったのは、硬く

て針金状のもののほうを患者さんは嫌な痛みと
おっしゃる。

谷岡：「もうやめて」というような。
司会：その「やめて」がどの程度なのでしょうね。
谷岡：顔をしかめて「嫌だ、もう」。
司会：そう言わない痛みというのがあるわけで

すか。

谷岡：「そこ痛いですわ」。
司会：どれくらい程度が違うのかな、「やめて」

と「痛い」というのは。

谷岡：指で押さえている感じで、実の場合、強

く押さえると「痛い痛い」、虚の場合、多分同

じ圧力で攻めていった場合、虫ピンか押しピン
でも入ってくるような感じ、あるいは、ガラスの
破片でも、ガラスのとんがったところを患者の

皮膚に当てているような感じ、「いや、もうやめ

て」というような感覚に近いものですね。

司会：先生のおっしゃっている軟らかい硬結と

いうのは実のほうと考えていいのですか。

谷岡：虚とか実とか私は診ないのですが、先生

の言葉を借りると実になるのでしょうか。軟ら
かいほうは毫鍼が向くし、硬いほうは刺絡が向

くというような分け方をしております。
司会：分かりました。

あります。ほかの指圧師にはまねできない高度

さらに、あるポイントを選んで、そこに鍼なら鍼

気持ちがいいかのどっちかになってしまう。トリ

えてあるツボを選ぶということですね。私はどち

な技術なのだそうです。並の指圧師だと痛いか

ガーポイントをやってる治療師なら分かると思

らかというと下腿のほうに鍼をすることが多いの

ちいい」を技術的に捉えてしまったからだと思

ます。復溜が診察の結果、選ばれたッボである

うんですが、どっちかになるのは「痛くて気持
います。つまり弱めにやったら気持ちいい、強

熟していても軟らかいですね。リンゴはリンゴな
りに熟していてもイチゴよりは硬い。
井上：では、黒岩先生がとらえられている硬結

の圧痛に関してどのようにお考えでしょうか。

谷岡：一番硬い刺絡性硬結は、12 時の方向

から圧すると痛みが強烈です。毫鍼を使うと、

リバウンドが来ます。刺絡性硬結でも、その周
辺部は、まだ刺絡性硬結に変化していなくて軟
らかいです。2 時、10 時の方向の部位がそれ

トリガーポィントが正にそうなんですが、痛くて
気持ちがいい場所があるととらえるべきなので

す。

単に、痛い場所は構造的に何か特徴がある。
例えば、過敏な神経組織があるとか、血管が

あるとか、すぐ下に骨があって加えた力が逃げ

られないとか。

我々が治療点として求めているトリガーポイン

トは、押さえると最初に圧痛が来て、それから
痛（いた）気持ちいい感覚が来て、もっと押さ

えると耐え難い痛みになる所です。正常の組織
だったら「痛い、やめてくれ」となるような圧で

も、痛いけど気持ちがいい、つまり「痛（いた）
気持ちいい」の幅が広い所なんですね。

司会：触診は、患者の感覚を抜きにはできない

ので、どうしても患者の言葉で表現してしまう

指圧が痛くて気持ちがいいからと聞いたことが

とすると、復溜はある反応を示しているわけで

で現れているとしたら、それが実の状態である

としたら、
その周囲には虚の状態もある。つまり、
反応のあるツボおよびその周囲には虚も実も混

在していることが多い。もちろん、実ばかりある

いは、虚ばかり、出ている場合もあるし、広範
囲に実や虚が出ている場合もありますが、( 虚

の範囲が決められるとしたら ) 虚の外れに境界

があり、その先は実になっている ( あるいは、
実でも虚でもない状態である )。

谷岡先生がおっしゃるような言い方も含めて、
虚は虚を決める理由があるわけで、その周りに
健康状態の皮膚があって、その先にまた実の状
態の皮膚があるとか、あるいはさらに虚の状態

の皮膚があるとか、探していくと必ず虚か実か
の状態があるわけです。そして、愁訴に、両方

とも関連していることが多いのですね。要する

に、目標の治療のために虚を治療してもいいし
ので曖昧さがぬぐいきれない。この座談会では、 実を治療してもいいという結果になってしまうわ
自分の感覚を言葉で表現しようとしていますか けです。

ら、一応は何とか分かりやすいようにいろいろ
な言い換えをしますが、患者の言葉は言い換え

ようがないので、今ここで俎上に上げて話しだ

すと混乱しそうなので、今の話はここまででよろ

しいですか。では、最初のテーマに戻って、最

終的に、治療点を決めるポイントは何か、その
話を私の立場からいたします。

治療の三要素で決まる
司会：最終的に治療ポイントをどこに選ぶかと

いうのは、治療の道具と技術と患者側の状態の

例えば、鍼か灸か手かと道具を限定した場合、

それで最初の話に戻るわけですが、もし、鍼は

実、灸は虚にしか対応しない道具であるとした

ら、最終的な治療目標の虚か実かが見つかっ
た場合、鍼という道具しかないのであれば、鍼

は実の方の治療を行い、灸は虚のほうをやれば

いいという話になるわけです。逆に、実しかな

くて、鍼か灸のどちらかを選べるなら鍼を選べ
ばいいわけで、最終的にどこを選ぶかは、見つ

けたポイント、ここで治療しようという部位、あ

るいはツボ、その周囲で実か虚かを探って、ど

ちらをやるか、道具や技術によって規定されて
どちらかを選ぶということになります。

部位を決められたら、鍼がむいている部位とか

皮膚 ･ 結合織 ･ 筋の虚実

とか、そういう決められ方があるし、部位と鍼

さんがおっしゃっている深さの問題、浅い所か

灸がむいている部位とか、指がむいている部位

を決められたらあとは技術で対応することにな

ります。いわゆる東洋医学的に、部位を決めて

そこの虚実が分かった場合、それを鍼でやると
決められたら、理論的にいうと実の場合は瀉的
な鍼だし、虚の場合は補的な鍼ということにな

りますね。ですから、三要素のうちのどれが決

められるかによって違ってくるので、どういう道
だと思います。ここは毫鍼が適します。圧すると、
具か、どの技術を使うのか、受け手の側の状態
気持ちよく痛いです。
( これはツボの状態でいいと思います ) がどうな
黒岩：浪越徳治郎先生が偉大なのは、先生の

ですが、例えば、復溜といづツボを選んだとし

く押したら痛い、そうとらえて失敗したと思う。 す。そして、そのツボの反応は、主訴との関連

谷岡：さらにもっと軟らかい硬結は灸が合う。 「治療の三要素」で決まると思っているのです。

イチゴのような軟らかさ、イチゴはイチゴなりに

をやるということになるのですが、診察を踏ま

のかという三つの要素で方法はいろいろ出てく

るだろうと思っています。それが一つ前提です。

司会：もう一つ話を進めますと、先ほどから皆

ら深い所までポイントとしてどう把握していくか
ということです。今、私がお話ししたのはごく表
面の皮膚の虚実の話です。触診するときに皮膚

の虚実をまず診ますが、さらに、結合織と筋の
3 段階に分けて診るようにしています。皮膚の

虚実と結合織のレベルでの虚実と筋の段階での

虚実というのがそれぞれあるだろうと思っていま

す。

ただ、結合織の段階の虚実というのは、臨床の
流れの中では無視されがちで、結局浅い所と深

い所、二つに分けて治療してしまうことが多い
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volume

20

number
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ようですが、厳密にやりはじめると 3 段階に分

えば、肩が痛いといっても、表面のこの筋が痛

いくら痛みがあっても、皮膚のたるみがあったら

れぞれの段階で虚実が違っているので、それに

な奥深い所でつらい痛みがあるという感じの場

る、痛みを取る点があるのです。これを私は「宝

ていって抵抗が変わったという辺りで分けられ

かにあるから、それを見つけたらいいわけです

けて、その段階のどこを治療するかによってそ

対してどういう治療をするかということになりま

す。

治療の順位としては、浅いほうから変化を起こ

せるような状況であれば、浅い部位での刺激で

いというのと、ここに百貫目の石が載ってるよう
合と、深さの決定というのは、鍼をずっと入れ

るのでしょうか。

司会：もし、訴えがある局所のみに限ってお話

治っていければそれでいいと私は思っています

しますと、首や肩の緊張が表面からある場合は、

思っています。

で取れればもうそれでいい。そのときは、接触

ので、深部まであえてやらなくてもいいたろうと
ですから、いちばん理想の治療法は、末梢のほ

うの浅い所の虚や実に本当にちょっと刺激を与

えて、目的とする身体の変化が起きてくれれば

それがいちばんいいということになります。でも、
なかなかそんなにうまくいかないので、どうして

私のやり方では表面のほうをまずやって、それ
鍼しかやらないこともあるし、1 ミリ以下しか入

れないで軽く刺激を与えて、浅い位置で弱い刺

激を与えて変わればそれでいいということもあり

ます。それとは逆に、緊張自体が深い位置にあ

そこは使わない。ほかにちゃんとそれに対応す

探し」という表現を使っているのですが、どこ

が、現代医学的な内臓体壁反射で見つけること
が多いのですけどね。

表面虚の深部硬結をねらうと失敗する
司会：今のお話で、表面に緊張がなくて深部に
硬結があるといった場所を、谷岡先生は選ばな

いとおっしゃったわけですが、私も多分選ばな

い臨床をやっていると思うのです。なぜかという
と、私の技術では、そういう場所で深部の硬結

る場合、例えば筋が緊張しているといった場合

に鍼をしたりすると、割に後で悪くしてしまう経

ればそれでいいのですが、どうしても首、肩の

は断言できると思いますが、深部の痛みに鍼を

のほうでツボを替えてみたり、深さを変 . えるな

うそこの皮膚はたるんでいます。鍼をする前より

に、筋に当てなければいけないと判断すれば、 験が多いのです。痛みが出てしまうとか、治療
もその次の段階へ進むことになります。例えば、
やはり筋まで入れます。今日、いろいろ話をお 直後、今まで多少動いていた関節の可動域が
足がむくんでいるとすると、むくみにも軟らかい
聞きして勉強になったのは、私のやり方は、2 もっと悪くなるということが割に経験的に起きて
むくみから硬いむくみまであるのですが、どの辺
時とか 10 時とかまで考えておらず、触診上感 いるのです。
から硬いむくみでどの辺まで軟らかいむくみなの
じる硬いものに素直にそのまま入れていくとい
要するに、私の表現だと、表面が虚していて深
かというのは、皮膚層と思われる浅いレベルと
う方法でやっていましたので、もう少し振り返っ 部が緊張しているときの緊張をねらってしまうと
少し深い結合織レベルと、さらに、筋まで、む
てみる必要があると思いました。ただ、自分で
マイナスのことが起きることがあるという経験が
くみもやはり深さがあるのです。
は直刺の意識ですが、人が見たら斜になってい
あるので、できるだけそういう場所には深部を
そこで、硬いむくみまで鍼先を進めていくと、当 るように見えて、まっすぐ 90 度で入ってないぞ
ねらうような治療をしない。例えば、表面をお
然、部位によって鍼の深さが違います。そして、 と言われるかもしれません。今後気をつけてみ
灸で温めて、表面に一定の張りを生じさせると
しばらく置鍼していると、だんだん鍼先の部分 ますが、自分の意識としては触診上最も硬さを
深部の緊張が緩んでくるとか、
あるいは、表面を、
のむくみが軟らかくなって、それまでの深さで 感じる所、的確にそこに当てるという意識を大
突き通すような鍼ではない刺激、いわゆる補的
は鍼先に硬さを感じなくなりますので、さらに 事にして鍼をしています。付け加えますと、首、
を刺激を表面に与えていくと、表面に張りが出
深い所で硬いむくみを感じるまで入れていって、 肩の局所への刺激は、場合によりますが、私は、
てきて中の緊張が緩む。そのような場所の深い
置鍼することになります。そして、一定時間過 治療部位として多分ファーストチョイスしないの
所の緊張にはなるべく当てないようにする傾向
ぎれば、また、同様のことが起こります。だから、 です。首、肩の問題は、大体、上肢や下肢に
にあります。
鍼をしない状態で A さんのむくみの深さ、B さ 施術するわけです。そのときの深さとの関係で
んのむくみの深さを触診すれば深さは違います。 いうと。比較的末端の浅い所の刺激で取れてく 谷岡：全く同感です。悪くなったときは、これ
というように、最終的にポイントを決めるときに
触診をして決めているのですが。

谷岡：鍼を刺入していくと硬い所に当たる、最

初はその辺で置いておいて、時間がたてば同じ
圧力を加えてももう少し深く入っていくというお
話だったのですが、鍼が入っていくときに、抵
抗が増すという表現がいいか、抵抗の変わる所

深部に訴えが残るという場合は、上下肢の末端

ど、いろいろしていく中で、結果的に深くなって
いくのです。

だから、自分の意識の中では、刺鍼する場所

の深浅は、変えたいと思う局所の深浅と対応し

まで鍼を入れていったらそれでいいというお考え
ですね。

ているようです。まだはっきりは言えないです

司会：ええ、今たまたま触診上の深さのことを

と思っています。首、肩の深い所にある硬結を

言うためにそういう例を出したのですが、もし
今の治療がむくみを一つの目標にして、ある目
的を達したいためにむくみの治療をしようとした

場合では、むくみを感じられる表面まで鍼先を

到達させておきますので、その場合、今お話し

したようなことが起きてだんだんむくみの浅い部

分が取れてきますので、さらに深部の抵抗感の

あるところまで鍼を進める結果になるということ

です。

谷岡：体表に近い部位の痛みの人と、深部痛

がある人とでは、どう対応なさるのですか。例
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が、どうもそういう傾向にあるのではないかな

目的とする場合には末端の治療部でも少し深め
にやっているという印象を持っています。

深く入れていって後で悪くなったという場合、も

さらにたるんでいます。これを直すには、多分

違う種類の刺激を与えたらいいのですが、往々

にしてお灸をすれば皮膚のたるみが改善されま

すから、痛みはしばしば軽減されます。うまく
灸を使えば痛みを消すことができます。
井上：同一部位にですか。
谷岡：同一部位がいちばん簡単ですね。本当

はもっと別な部位があるかもしれませんが、同
一部位でやるのがいちばん簡単です。

谷岡：さきほど触診で触した深さにまで鍼を進

酒井：北辰会でも、それは虚中の実の穴所の

一緒です。触診で、深い所にあるときは鍼先が

きますと大体すかすかですよね。

まで届くような、ごりごりに硬くもんだお灸をし

司会：はい、そうですね。

けですが、それと皮膚の緊張の連続があるとい

た段階でこれ以上刺入しません。ここで少々抵

めていくというお話ですが、私もその点は全く
深くまで行く、あるいは、灸なら灸の熱が深部

ます。ただ、その場合、硬結か何かが触れるわ
うことが絶対条件です。

場合だと思いますが、虚中の実で鍼を刺してい

酒井：すかすかの段階で、深部のしこりに当たっ
抗感が出てくるようにします。
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司会：抵抗感というのは。
酒井：すかすかだったのが。
司会：その部分の抵抗ですね。

しこりを突き通さない
酒井：大体そこですよね、置鍼しておくともっ

と緊張感が出てきますし、深部のしこりが自動
的に緩んでくる。もしくは、どうしても早く緊張

を緩めないと治療がうまくいかない場合、しこ

もう少しぐっと入れていったほうが効果が大き

いケースが多い。そのように経験しております。

形井秀一

1951 年生まれ
1975 年東京農工大学農学部卒業
司会：そうすると、黒岩先生、今の谷岡先生の 1979 年東洋鍼灸専門学校卒業
話からすると、黒岩先生がトリガーポイント療 1981 年筑波大学理療科教員養成施設卒業
法と考えられていて、触知されている硬さ、谷 1999 年筑波技術短期大学教授
岡先生流にいうと 3 種類の硬結の硬さが出てき < 現職 > 筑波技術大学 保健科学部 保健学科 鍼灸
たわけですが、いちばん硬いのと、並の硬さと、 学専攻・教授

硬結だけど軟らかいという 3 種挙げて、谷岡先

生は真ん中辺りのがトリガーポイントではない

かとおっしゃっているのですが、そういう意識で

りに対してせいぜい 1/3 ぐらいまで刺入します。 トリガーポイントを探られるようなことがありま
絶対このしこりを突き通すことはない。もしこれ すか。
をやれば悪化するかもしれません。だから、ま

さしく先生と一緒で、ここに灸をしてもいいし、 トリガーポイントは脳の誤認
表在部の虚の段階、弛緩のこのレベルで治療し
黒岩：これまでの観察と、ちょっとやった fMRI
ていけば深部のしこりは自動的に取れる。
実験から、脳は皮下に生じた本当に痛い所はよ
谷岡：酒井先生のおっしゃった硬結で、表面 く知らないか誤認する、という仮説を提唱して

谷岡賢徳 ( たにおかまさのり )
1940 年生まれ
1961 年明治鐵灸専門学校卒業
く現職 > 大師はリ灸療院院長
森ノ宮医療学園専門学校講師
兵庫鍼灸専門学校教員
日本刺絡学会評議員

黒岩共一 ( くろいわきょういち）

1951 年生まれ
1977 年高知大学卒業
の所で鍼をとどめるのは非常に興味あることで、 います。関連痛をこの仮説で捉えなおすと、関
1980 年関西鍼灸専門学校卒業
私もそれはちょいちょいやるのです。そのとき、 連痛は刺激した所から痛みが飛ぶのではなく、 1985 年関西鍼灸短期大学助手
何か鍼を操作なさるのですか。
何らかのメカニズムで刺激されている所を誤認 1993 年同校助教授
することで生じた感覚だと言えます。蚊に刺さ < 現職 > 関西医療大学 教授

酒井：それは、すかすかの段階で雀啄か振顫

です。

れた時の痒みなんかもそうです。闇の中で蚊に

谷岡：なるほど。私は、硬結の表面に鍼先が

すよね。

届いたらそこでしばらくじっと鍼を持っていた

り、あるいは、押手を軽くゆすってみたりするよ

刺されると、誤認して見当はずれの所を掻きま

しかもこうした誤認は慢性痛に特有の現象では

うなケースがあります。

ない。食塩水の注射、電気刺激のような急性

酒井：補足しますと、あとは、我々は置鍼を

認知こそがトリガーポイント現象なんです。誤

7-8 分やりますので、手技といえばこれも手技

です。

谷岡：そうですか、私は硬結の硬さによって置

鍼しておくこともありますし、弱刺激でよくなる
人だったら自分の体をちょっと揺らしているよう

な感じでゆらし、ついでに押手も揺れるかなと

痛でも生じます。この疹痛部位誤認 ･ あいまい
認された痛みが関連痛で、本当に痛い所がトリ

ガーポイントだからです。この現象は運動器、

ております。

1956 年生まれ
1977 年大阪鍼灸専門学校 ( 現森ノ宮医療学園専
門学校 ) 卒業
米山鍼灸院勤務
1983 年牧野整形外科勤務
1985 年森ノ宮医療学園専門学校教員
< 現職 > 森ノ宮医療学園専門学校副校長・森ノ宮
医療大学准教授

内臓器の特徴です。

酒井蓮哲 ( さかいれんてつ )
治療するには本当に痛い所を探す必要がある。 1953 年生まれ

そう言う意味の概念が反応点だと思われます。 1979 年明治鍼灸柔道整復専門学校卒業
阿是穴が私の痛い所は「あ、それ」という意味

いう程度の刺激で抜いてしまうこともあります。 ですから、まさに同じ現象を東西両医学で観察

これは患者個々の刺激の許容量によって判断し

尾崎朋文 ( おざきともふみ )

していたことになります。恐らく、原初のツボ概

念も「兪、即チ然リナリ」という語義から、
「そ

1983 年耳原病院勤務
< 現職 > 酒井漢宗堂鍼灸院院長

井上悦子 ( いのうええつこ )

1951 年生まれ
1975 年関西学院大学文学部心理学科卒業
1977 年大阪鍼灸専門学校 ( 現森ノ宮医療学園専
表現だと、もし下の硬いのが筋肉だとしますと、 す。
正しい言い方かどうか分かりませんが、筋膜に 誤認を起こすメカニズムとして、末梢では受容 門学校 ) 卒業
森鍼灸科院勤務・大阪鍼灸専門学校非常勤講師
当ててそれを破らないで、あたかも筋膜を雀啄 器の種類と分布が関係していると思われます。
1886 年井上鍼灸院
で上下させるだけ、破らない。ぶよんぶよんと 慢性疹痛で観察されるカオス的現象から中枢の
1988 年「鍼灸 OSAKA」の編集に携わる
筋膜を上下動させるだけのやり方をしています。 関与もあるはずです。
< 現職 > 森ノ宮医療学園出版部部長

司会：私もほぼ同じことをやるのですが、私の

中に入れてしまうとどうもだめみたいです。谷岡：

あまりよろしくない。

司会：ええ、よろしくないですね。

れです」と応答する所を指していたと思われま

誤認が急性痛、慢性痛を問わず生じるところか

ら、本当に痛い構造に共通する特徴はないと思

われます。要は脳の疹痛部位誤認現象を踏まえ

酒井：その場合は硬結には入れないほうが無

て、本当に痛い所をどうやって探すかという話

谷岡：トリガーポイントよりも、比較的中のほ

以下次号に続く

難だということですね。

になるのだと思います。

うまで軟らかい、中間ぐらいの硬さの硬結なの

ですが、割合毫鍼がすすっと入っていく場合は、
表面だけでやっていても効果が少ないのですね。
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形井秀一

阿是穴もトリガー ?
黒岩：阿是穴概念の存在から、昔も治療の為にこれ

谷岡賢徳
黒岩恭一
酒井蓮哲
尾崎朋文

ということを考えると、筋線維が先行して悪くなった
からと考えられるんですね。だから筋線維にも変化を

善に伴って触知感も明らかに変化するところから、刺

んと来て「あ、それ」と言われても、もっと刺す。筋

している様に思えます。だから、そこが本当に痛い所

す。

だと思われます。発痛局所の刺鍼に意義があり、改

であれば触知感が軟らかかろうが硬かろうが鍼を打
つ、痛い所の大きさに応じて何本でも刺鍼します。

手技と置針でリバウンドを防く
黒岩：たくさん打つと言うと、直ちにリバウンドが連
想されますが、リバウンドは打つ鍼の多寡には関係

ない。総合的技量の問題です。リバウンドを出さない
技術を作り上げればいいんです。それが我々の場合

は手技と置鍼だったのです。抜いた後よくもんでおく、

井上悦子

黒岩：でも、なぜ膜にある神経組織が感作されたか

を探そうとしていたのでしょう。だとすると、本当に
悪い所を刺激することに臨床的意義を認めていたから

激して遺伝子を発現させ本当に悪い所をノーマライズ

出席者

筋まで鍼を入れる

置鍼を十分する、この二つでリバウンドが避けられる

ようになりました。

司会：置鍼を十分というのは時間の長さですか。

起こすほうが、根本的治療なんですね。だからず一

線維を貫くまで鍼を入れるというのが大切だと思いま

司会 : そうすると、トリガーポイントが発現する原因、
何か条件がありますか。運動性の何か負荷によってと

いうことに限られるとか。

黒岩：既に知られた発痛要因で痛みが生じ、それが
あいまい認知 ･ 誤認された時点で、トリガーポイント

が出現します。従って条件はさまざまでしょう。我々

鍼灸師が治療対象とする運動器の慢性痛に限れば、
多くはオーバーユースにより筋線維の障害が蓄積され

る過程で起こっているのではないでしょうか。

司会 : 例えば、内臓性のものでもトリガーポイントと

いう形で把握できますか。

この 記 事 は、「 鍼 灸 OSAKA」 第 71
号（Vol. 19 No.3/2003. Autumn)、 黒岩：はい。10 分以上必要な気がします。置鍼が 内臓痛もトリガーポイントがある
P3-P33 に掲載されたものを、編集部 短かったらもむ時間を長く、置鍼が十分できたらも
黒岩 : トリガーポイントをやるようになって、内臓から
の許可を得て転載いたしました。
むのは 5 分ぐらいでもリバウンドは防げると思います。

「あっ、それっ」に刺鍼して、置鍼 ･ 後揉する、こ

体壁への関連痛というのは実はほとんどないと思うよ

うになりました。逆に体壁にある筋の痛みを内臓の痛

れでリバウンドが防げるのは、本当に痛い所への刺鍼
みと誤認する、こっちが圧倒的に多いのが分かります。
が、循環改善、筋弛緩効果が高いからと考えています。
生理痛もそうなんですが、おなかが痛いと言われても、
司会：最終的に「あ、これ」なんですね。
探せば基本的に腹壁の筋に本当に痛い所がある。そ
黒岩 : はい。

こに刺鍼して鎮痛できれば、お腹の痛みも同時に消え

る。そういう意味では、実際に内臓が痛いというのは、
司会 :「あ、これ」なんだけど、最初の質問は、「あ、 日常生活レベルでは実はあまりないのではないかと思
これ」じゃなくて、術者側の触診上の感覚の違いが います。
あるかということです。

悪いところはぬるぬるしている
黒岩 : 簡単にいうと、ぬるぬるしていますね。

司会 : 内臓の痛みが、触診上確認された腹壁部分に
感じられる痛みであるわけですよね。
黒岩 : はい。

司会 : 筋でも腱でも靭帯でも ?

司会 : その原因は内臓なのではないですか。腹壁が

黒岩：悪い構造の表面はぬるぬるしている。

理痛の原因になっている ?

井上：「硬い」ではなく「ぬるぬる」?

痛いのですか、腹筋をやりすぎて痛いとか。それが生

黒岩 : 生理痛が起こる年になるまでには、腹壁筋に痛

酒井：その下の硬結がぬるぬるした感じで触れるとい

い所が形成される要因は多数あると思いますが・・・。

黒岩：硬結の表面にぬるぬるする感じがある。表面

すよね。

維膜ですかね。浅層の筋だと、ぬるぬるした部分に

くなる所が形成されると思われます。生理のときに血

うことですか。

だとすると筋膜であり腱膜であり、関節の場合、線
「あっ、それ」が重なることが判ります。

本当に悪い所に当たりますので、治療的にも膜だけこ
するようなマッサージとか、膜だけに対象を絞ったよ

うな雀啄をやることもあります。

司会 : だけど、それは生理がないと起こらない痛みで
黒岩：すみません。正確に言うなら、刺激されると痛

中のプロスタグランディン E2 の濃度が上がりますが、

そうしたバイァスがかかると、発痛する。だから予め、

これを治療的につぶしておけば、生理になってプロス

タグランディン E2 の濃度が上がっても痛みださない、
そういうふうに考えられると思います。トリガーポイン

トが形成された筋、疼痛筋には交感神経緊張現象が
見られますから、罹患筋の位置によっては交感神経
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緊張が内臓に及びます。それで、生理のとき食

象が「あるある」と思うのですけど、それを組

欲がないとか下痢するとか自律神経症状を伴う

み立ててどう治療するかという話になると、技

可能性が生じますよね。

法とか視点とか…。

司会 : それは面白い仮説ですよね。それで説明

司会 : いろいろ違いますね。

がつけばいいのですけども。

黒岩：はい。お話を聞いてると、整合性を持っ

volume

21

number

60

例えば肩を触っても、
「肩が凝ってますな」といっ

ても、患者は「え、そうですか、分かりませんわ」

ということがしばしばありました。そういう人は
肩の皮膚の緊張が正常なのです。 筋肉層は過
緊張なのです。そういう人は幾ら肩が硬い状態

であっても、皮膚 1 枚だけが正常な緊張状態

保持したまま、押している指を動かします。す

て完結した体系を組み上げられていますよね。 であれば肩が凝ったという表現は使いません。
その整合性に僕が介入するのは難しいですね。 そういうことが分かってきて、患者と話が合うよ
だけど、同じ現象を観察しているにもかかわら うになりました。

腹壁筋の痛みだと気づくはずです。IBS とかで

けど、僕が見落としてる重要事項があるかもし

黒岩 : ひとつ試してみて下さい。下腹部を押し

て、腹の中、腸が痛いと感じたら、その押圧を

ると腸の痛みと感じていたのが、揉まれている
腹痛を訴える症例の腹壁筋落痛部を処理すると
痛いと思っていた腸の痛みが消えるところを見

ると、やはり腹壁筋の痛みが本体なのではと思

います。もし本体が腹の中にあるのなら、腹壁
筋の痛みを取っても、腹痛は残ると思いますが
…。

ず仮説が違うというのは、先生には見えている
れないという不安をかき立ててくれます。勿論

逆であって欲しいんですがね ( 笑 )。その辺りを

双方から検討すると先に進めそうな気がします。

表現は違っても同じものをみている
司会 : そうですね。私もお話を伺いながら、ど

司会：例えば、生理痛のときに、私は大体下

の先生も、私が臨床の中で感じていることと非

方がたまたま今日生理痛ですというのでおなか

ただ、虚実という言葉を使うのか、熟している

り分かる所があるのです。患者さんが生理時の

るのかは、違いますが、それぞれに、一つの理

す。その場合、私はそこで取らないで下腿で取

れているのだと思うのです。そしてもし、同じ現

腿で痛みをとるのですが、別の病気で来ていた

を触診すると、
「これが痛いんでしょ」とはっき
痛みを感じている腹部のある部位があるわけで

るわけですが、下腿で治療するとそれが取れる

のです。治療後触診してもそれは感じなくなる。

ですから、その現象が、今おっしゃったことと
同じことを意味しているような感じもします。面

白い理論だなと思いますので検討したいと思い

ます。ただ、ちょっと違うのは、私は下腿のほ

うで変化させていると思っているのですが、鼠

常に近いことをおっしゃっていると感じました。
硬結、トリガーポイント、
「虚中の実」と表現す

論で整理して臨床上使える理論としてまとめら

象をとらえていて、理論が違うだけなのであれ
ば、もう少し全体を包括できる言葉や理論がで

きてもいいわけですよね。あるいは、難しい何々
体系といわなくても、とにかく触ってみて痛い所

を見つけてやれば治るというなら、非常に単純

で、楽な結論なのですが、そういうところに結

論を持っていけるのかどうかですよね。触診の
話がそこまで行ってくれると非常に面白いので

径部なら鼠径部辺りとか股関節辺りにトリガー

すけど…。

誤認していたとか、もともとあったトリガーポイ
ントとおぽしきところの問題点が、生理になっ

患者の感覚をどこまで信じるか

ポイントがあったから、そこをおなかの痛みと

たことによって痛みを発現する要因になってし

まっているというところまで考えられるのかどう
か。ちょっとそこはまだ私は分からないのです
が、現象としては多分似たような現象のようで

す。

私はトリガーポイントと思ってやっていませんけ

れども、下腿に関連部を見つけて、触診上感じ

る所、患者さんは必ずしも「あ、そこ」と言い

ませんが、私が触診上感じた所にやっているだ

けです。それでも変わりますので、それはトリ

ガーポィントでないと変わらないのか、触診上

感じる何らかの部位でもいいのか、生理痛のと

きに全く関係ないように思える頭部でもいいか

司会：ところで、先ほどから気になるのは、何

人かの先生は患者さんの感覚を触診の手がかり

思います。先生が具体的にお話されると同じ現
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飛びますよね。

谷岡 : 当然です。
黒岩 : その感覚と、今おっしゃった肩凝りを感

じないというのはまた違う現象ですか。

谷岡 : 多分違うでしょうね。いちばんきつい所

があったらほかのは打ち消されてしまいますか

ら、それとはまた違うと解釈します。ただ、そ

ういう人、適正に腰の治療をしていきますと肩
の凝りが出てきますからね。
黒岩 : 出てきますよね。

谷岡：はい、
「あと 3 日で出ますよ」
、
「2 日、はい、

あした出ますからね、覚悟しときなさい」、
「わ一、
凝ってきた、こんなのまだ序の口、もっときつく

なりますよ」ということが言えるようになりまし
た。黒岩 : やはり体験している現象はよく似て
いるのですね。

司会：そうみたいですね。
黒岩：それをどうやって治療に結び付けていく

かというところでそれぞれの先生が苦労されて
…。

谷岡：中が過緊張の所でしかも皮膚の過緊張

の所を治療していっています。

黒岩：トリガーポイントの活性がすごく高いとト

の一部としておられる。私も時々そうするわけ

リガーポイントの領域が広がるので、1 センチ

の延長として考えていいのかどうか、それを基

準にしていいのかどうかというのはいつもクエス

が、
「あ、それ」に当たります。でも運動痛など、
トリガーポイントの活性が非常に低い場合、ト

診上の感覚と違った場合、どっちを選ぶかとい

6 度以内、1 ミリが勝負の刺鍼になります。皮

ですが、しかし、患者さんの感覚を本当に所見

ずれていようが、角度が 6 度以上ずれていよう

チョンマークなのです。患者の感覚と術者の触

リガーエリアが狭くなります。そうなると本当に

う話になります。

膚だともっと微細なオーダーなんですか。

谷岡 : 私が臨床をして数年たったころでしょう

どのよう訓練する ?

う願いを持ちまして、随分努力した時期があり

谷岡 : そうです。0.3 ミリぐらいの精度です。

か、患者の訴えと私の診方と一致させたいとい

ました。黒岩先生から患者が誤認しているとい

う表現があったのですが、それはトリガーポイ
ら、とにかく鍼をすれば生理痛は軽くなるのか。
ント的なものを追究していくとそういうことが言
今後検討しないと分かりませんけど。
えるかもしれませんが、患者がこの範囲が痛い
黒岩 : 反射性に疹痛感覚を修飾するか、疹痛 というとき、触ってみて、「一緒ですね、痛みが
発現構造を代謝してしまうかの違いがある様に

黒岩 : 腰がすごく痛いときに肩凝りなんか吹っ

この範囲ですネ」ということがかなり言えるよう
になりました。

黒岩：1 ミリ、6 度への到達を目指して、毛穴

と毛穴をつなぐ線条を感じとる訓練をやります。
この線条は先生がおっしゃっているオーダーで

すね。ここまでが限界だろうと思うのですが、
先生はこの線よりもう少し細い構造でも触れる

とおっしゃるのですか。
谷岡 : はい。
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黒岩 : そうですか。ではどう教育するとそれが
可能に…。

谷岡 : 小児鍼をしたらいいです。肌を触りまくる
ことですね、軽いタッチで、日々の変化を。
黒岩：今の先生のタッチは見ていて速いと思う

のですが、幾ら教えても分からない人は、触知
する時の圧が強過ぎたり、スピードが速いので

す。今見せて戴いた様に速くやっても分かるよ

うになるのですか。

谷岡：はい。子供の皮膚を診るとき、あのスピー

ドがいちばん分かりやすいです。子供が分かっ

というのはもっと大まかなもので、ぽんと指先

で十分触れる程度の大きさのもので、そこに当

てるという印象を持っていたのですが、最後の
最後に 1 ミリの単位、ミリ単位ですか。

黒岩 :1 ミリ 2 ミリの世界だと思います。
司会 : 鍼の太さを見分けられるようになりますよ
ね。
黒岩：はい。
司会 : あれは 0.2 ミリですから、0.2 ミリまでは
見分けられるようになるわけですよ。

たら大人は簡単に診られます。

黒岩：視診ですか。

黒岩 : まだまだ知らないことがいっばいあります

司会：触診で、1 番鍼と 2 番鍼の違いが、触

ねえ。

谷岡 :1 分間 150 回ぐらいのスピード。
司会 : ある一定のスピードで圧をかけているの

ですよね。

谷岡 :1 グラムから 0.5 グラム。
司会 : それぐらいの圧をかけたときに反発してく

るのを診ているのでしょうね。だから、ゆっくり
で練習した人はゆっくりになるかもしれません

れば分かりますよね。O.2 ミリが分かるのです
から、2-3 ミリというと相当太いですよね。
黒岩：そうですね。

司会 : ですから分かるようになるのでしょう、恐

らくそういう意識でやれば。

黒岩 : はい。おれたちの世界はミリオーダーの
世界だ。だれでも訓練したらできるはずだと学
生には言い聞かせて訓練しています。

ね。要するに跳ね返りの問題ですよね。

司会：そうですか。

谷岡 : 大人を診るときはもうちょっとゆっくりし

谷岡：訓練法の一つに、私のところの独特の、

ますけどね、子供を診るときはある程度のスピー

ドがあったほうが診やすいです。

司会 : 黒岩先生が、そういう細かいのを診るよ

うに練習しろというのはどういう目的なのです
か。トリガーポイントからするとあまり関係ない

でしょう ?

黒岩 : トリガーポィントはもむより刺鍼する方が
圧倒的に効果的です。活性の高いトリガー超ポ

イントは少々ずれた刺鍼でも問題はありません

が、活性が低いト、. リガーポイントだと位置と

刺入角度に細かくごだわらないと本当に当たり
ませんから。
司会：そういう意味ですか。最後のポイントを
決めるところに到達するために、索状の小さい

のを見つけるという意味ですか。

黒岩：索状の特定部分を触り分けるためにです

ね。

司会 : 極端にいうと線維を触り分けるために、
それに当てるわけですね。

黒岩 : はい。そのために細かい訓練がいるので

すが、なかなかうまくいかないですね。

小児鍼なのですけど、鍼頭をたたくやり方があ

るのです。1 分間に 150 回の ' リズムで 1 日
3000 回たたかせる、3-4 日もしてきたら指先

が腫れてきます。腫れるようなたたき方をしな

ければいけない。腫れたら今度軽いタッチでし
かたたけなくなる、そのとき皮膚を軽いタッチ

で診られるようになります。強く押せなくなりま
す。腫れているときに皮膚の軽い触り方を会得
できるのです。そういう訓練をしています。

司会 : 所見をうまく取れるようになったのは何

初心者や学生にどのように理解させ習得させる

か、所見の取り方や見分け方のコツについてお
願いします。

所見がとれるようになったのは 10 年ぐ
らい
井上：これまでお話いただいた所見の取り方を
確信されるようになったのは、どれぐらい訓練

されてそういう境地に ( 笑 )。

黒岩：10 年ぐらいかかっていると思います。技

術を習うということは、脳が分かって、反復練

谷岡 : 大変ですね、手を荒らさないようにまず
品を素手で触らないように。

を認識できていないことがある。10 時 ･2 時の

司会：そこまで行くのですね。トリガーポイント

にもかかわらず、頭は筋と筋膜を区別せずにも

んでいると思い込んでました。ひとに説明を試

みている時に突然気づく。これはよくある経験

です。指でやっていることと脳の認知とが一つ

に統合されるのに 10 年ぐらいかかったというこ

とでしょうか。その過程で重要なことがあります。
ある技術が身につくと観察できる現象が変わる

ことです。

司会：治療技術ですか。
黒岩：例えば、
「あ、それ」という現象を安定

して誘発できるようになると、「あ、それ」を頻

繁に観察することが保証されます。何回も観察

する内に、その現象の意味、背景理論が突然

分かることがあります。それが新しい視点、技

術を生む。それがまた観察事項を変えてと続い

ていく。
「あ、それ」誘発ができそうもないトリ

ガーポイントセラピストが世界中にたくさんいま
すが、観察事項が違うため我々のトリガーポィ

ント認識とは随分かけ離れてしまっています。
ま、

こうしたことも含めて 10 年かかりました。

司会 : 私も大体、先生のおっしゃるとおりで、
卒後 3 年ぐらい、頭の先から足の先までとにか

く患者を触診してみて、鍼をしたらどう変わる

か、変わった後を調べる、そんなことをやって

いると1 人の患者に 3 時間ぐらいかかりますが、

ちょっと大げさですけど、1 時間触診して 1 時

間治療して 1 時間もう 1 回変化の確認のため

の触診して、そんなことをやっていると、3 年ぐ

らいたって、この反応とこの反応が関係してくる

のではないかというのを何となく感じる。だけど、
そこまででは、まだ、伝達する、表現するとい

う段階ではない。それが、10 年ぐらいして、やっ

とほかの人に伝えられるぐらいになる。というこ
とは、脳と自分の手の感覚が言語に置き換えら

年目ぐらいですか。習得するために必要な努力、 れる程度まできちっと一致してくるという感じで

習を厭わなければ手ができる様になる。ところ
がフロントランナー、技術を作る立場だと、手

言います。ざらざらしたものを触らないとか、薬

上もあとだったとか、あるいは、手はトリガー

ポイントの所の筋膜だけを選択的にもんでいる

はちゃんとそれらしいことをしてるのに脳がそれ
件もそう触っているのに、気づいたのは 1 年以

しょうか。やはり 10 年ぐらいかかっている感じ
ですね。

理論は必要 ?
黒岩 : その際、やはり先行理論があると楽です

ね。最初はたくさん観察できる現象のすぺてを
頭に入れ、整理しようと意気込む。そうすると
複雑すぎて整理がつかない。理論があると、観

察事項をふるい分けて、余分なものは捨てられ

る。
そう言う意味では理論はまさに初心者にとっ
て必要かもしれない。7-8 年たつとパラダイム
にあてはまらないけれども、無視するとまずい

現象に気づきはじめます。つまり理論が邪魔に

なる時期が来る。頼りにしてた理論が自分の観

察した事実と合わない、そのとき足かせになり

下がった理論を捨て、自分の観察を優先させ、
新しい視点を手に入れる。そういう意味で理論
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はいるし、また、いらないということも言えるよ

うな気がしますね。

司会 : 私は、本当は理論をいかに作らないかと
いうことを考えるべきだと思っていたのです。理
論があるとその理論で認められているもののみ

を認識してしまうので、理論を捨てた方が良い

ともいえるでしょう。そうすると、とにかくたく
さんの情報が入ってくるわけです。しかし、理
論を捨てたつもりでも、おそらくそれまでの人

生経験を基準にして取捨しているわけですよね。
理論はないと言いながら、自分の人生経験に基

づいた理論のようなものを指先との関係で持っ

ていて、やはり取捨していて、結果的には拾え

volume
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number

60

秀な学生の鋭い質問がありますから。何当たり

そんなことの繰り返しで、初めの 3 年間ぐらい

づかされます。そのおかげで次のステップがあっ

この理論でいこうという形でどうにか半年ぐらい

前のことを訊いてるんだと返したあとにはっと気

たような気がします。一見アホな質問に耳を傾

けられなくなったときがトリガーポイント理論の

発展が止まるときだと思えます。ここまで鍛え

上げた自明の論理が学生の素朴な視点であっさ

り破られる。しゃくに障るのも事実ですが、必

要な刺激と位置づけてます。古典的鍼理論は

は最初に使った理論が 3 日ともたなかったです。

もつようになったのが 10 年ぐらいです。それで

も半年たったら例外が出てきて、だめだという

ことで作り直し。今でしたら 1 年半ぐらいで作

り替えます。まだまだこれから大変ですが。
井上 : では、まだ変わる。

根拠に基づいてるとは考えがたく、哲学以前の

谷岡 : ええ、まだ変わります ( 笑 )。そういう段

れる先生がたの技術で誘発される現象中には大

たので、うちのスタッフがどないなってんねんと

理論なんでしょうが、その理論を信じて鍼をさ
切なことがあるのは不思議ではない。それを見

階です。最近の 1 年半ほどでかなり変わりまし

いうような顔してます。その辺は、どぎまぎさせ

るものしか拾えないのです。だけど、全部拾っ

落とすなら自分の技術の発展もないと思うから、 ないために科学的な、客観的なデータが必要
だと思うのです。皮膚のたるみとか緊張、これ
目配りは怠りたくないです。

間かかっても、2 時間かけても、本当に情報

谷岡：大変いいお話だったと思います。私のと

ているつもりで頑張っているわけですが、1 時

の全部を拾っているか分からない。そういう中

ころも割合多くのスタッフが次から次に来てくれ

を作るわけです。それを体系と言ってもいいの

ます。そのおかげで私自身の理論づけに大変役

て、パターンだけは一応作ってみる。でも、考

くれるのは大変ありがたいことだと感じておりま

である程度、その関係について、あるパターン
ですが、体系なんてとても言える状況ではなく

えてみたら東洋医学にパターンはいっぱいある

ていますので、彼らがやはり鋭く質問してくれ
立っている。素人に近い人がどんどん質問して

す。私自身、どれぐらいたつと所見の取り方が

のです。まず、経絡というパターンが出てくるし、 安定してきたかというのは、やはり 10 年と答え
経筋というパターンもあるし、新しいところでは

ております。そこへ行くまではかなりいろいろ変

ぞれあるわけです。もっと単純なパターンでいう

は、体表弛緩、皮膚がたるんでしまったらよく

「平田内藏吉」みたいなパターンもある、それ
と、このツボは何々に効きます、みんなパター

化がありまして、最初に気がついた大きな発展

ない、3 年目ぐらいに気がついたのですが、体

ンですね。結局、自分はそこに行っちゃうのか

というのは、年寄りみたいにごつごつの硬い体

てしまうのかな、そういう不安な時期がずっと

い、病人を診ると具合の悪い人ほど体が硬い。

な、そういうのに行きたくないと思いながら行っ

は不健康だ、赤ちゃんのように軟らかい体がい

ありました。ともかく、ある程度形を作らないと

よくなってくると軟らかくなってくる。軟らかくし

次のより新しいもの、それまで見えてなかった
ものが見えてくるということもあると思うのです

ました。そうしたら、刺激過剰になってしまっ
て、瞬発力はあるのですが持続力がなくなって

脳に定着していかないですね。定着したことで

よう軟らかくしようということで一生懸命努力し

が、自分で決めてしまったものから抜け出せな

しまった。体力がない。だから、今まで持てな

しまって、自分の決定した基準だけでやるとい

になったのですが、持続力や根気がどうも乏し

いことになると、もうそれで自分はいいと思って

かったビールの 20 本ケースを簡単に持つよう

を科学的な形で、計測で客観性を与えていけば、
私のやっていることが合っているのか間違ってい

るのか、過緊張の所をやるのも、実は計測して

みれば過緊張の点ではなかった、別な要素を

含んでいたということになる可能性は多分にあ
ると思うのです。そうなったら比較的安定してき
て、1 年半で変わるというようなことはなくなる

と思います。そういう科学的解明はしなければ
ならないなと感じております。

司会：酒井先生、いかがでしょうか。
酒井 : 私も 10 年はかかったろうと思います。う

ちの研究会も若い人たちが毎年入ってくるので

すが、自信を持って教えられるようになったとき
に自信を持ったのではないかなと思います。人

に伝えることができるというのは、やはりそれな

りの自信を持たないとできないわけだから、そ

れができるようになったときが自信を持ったとき

だと思います。あとは場数ですね。自分が先輩

や先生から教えてもらったことを素直に自分も
やって場数を踏むしかしょうがないでしょうね。

井上 : 北辰会の、酒井先生のとらえ方で例外と

う非常に恐ろしいことになってしまう。ですから、 い。そのとき、3 年目ぐらいに体表弛緩という

いうのはありますか。

書いてしまいましたが、本当に黒岩先生がおっ
しゃるのはよく分かります。そのとおりだと思い

日 1 時間ぐらいかけて治療する患者が 10 人近
くおりましたので、全員それになってしまってい

の中には例外はあるわけですから、その例外を

のでしょう。もちろん作るときには先人とか先輩

がつきまして、それから治療法ががらっと変わっ

本当は本をなるべく書きたくないと思いながら

ます。だから、作っては壊し、作っては壊しな

とか先生とかいたほうがスムーズに、速やかに
というか、むだなくというか、そういうふうに作

ことがぱっと頭に浮んできまして、そのころは毎

たのです。1 時間かけたらだめだということに気

ていったのですが。浮きの現象、具合の悪いの

が中から出てくるとか。硬結を多角的に観察し

り上げられることは事実だと思うのです。でも、 ていったら刺絡性の硬結がある、毫鍼性の硬結

酒井 : それは必ずあります。鍼灸に限らず、世

どう把握するかですよね。先生たちは捨て去っ
て新しい理論を構築すると言われるけど、北辰
会は、どちらかというと、なぜそういうことが起

こるのか、古典に、例えば「素問』にこういう
ことが書いてある、これはそういうことなのかな

ものの上に出来上がっている可能性があるわけ

とか、古典に根拠を持っていくわけです。『素問』
がある、灸向きの硬結がある、そういうことが 『霊枢』でもいいし、もっと後の『張景岳』で
次々と分かってきたわけです。
もいいし、歴代の名医がそれについてどんなこ

がら、また新たなより大きな膨らみを持ってい

理論の例外がでてくる

それはすでに、それらの先人たちが捨てている

で、捨てられてきたものをいかに早く見つけな
けるかというようなことになるのでしょうか。

学生の発展が刺激になる
黒岩 : その点、僕や先生は恵まれています。優
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谷岡：これを刺絡性の硬結ということにしよう

ということを決めて、2-3 日やっていると例外が

出てくるわけです。こちらは毫鍼性の硬結と決

める、また 1 週間しないうちに例外が出てくる、

とを言っているのかを調べる、そこに答えを見

つけ出してくるというような研究もしております。
谷岡：陰陽、虚実という表現だと、人によって
定義が随分違うような印象を持つのです。だか

ら、私はそういう診方が不得手で、あまり好竃

きじゃないので、そういう考えを導入したらます
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ます混乱してしまって私の頭では処理できない
ので、なるべく客観的な形で、サイエンスで解

明できるようなほうに答えを見つけていきたいと
思っております。

言語化できていない多くの構報
黒岩 : 鍼も技術ですから、暗黙知と呼ばれる知

恵の一種ですね。暗黙知とは、技能には言葉

で言い表されるよりもたくさんの知識が詰まっ

ているという考え方です。しかし長くやっている
と言語化できる部分が増えますね、言語化でき
た所は人に伝えやすい。伝えられる側は、言語

で伝えられた事項に言葉では伝えられなかった
部分を加えて分かったということになります。一
方、指導者は、言葉で伝える分が増えたら増え

ただけ納得できたと錯覚する相手が増えますか

ら、それで伝えられたと錯覚しやすくなる。そ
の一方で、自分が言語化できない部分が本当

技術を言語化する努力は必要
司会 : 鍼灸の世界だけではないと思うのですが、

臨床面では、鍼灸は技術を大事にしなければ
いけない世界です。しかし、技術が言語化でき

ていない分野という言い方もできるかもしれま
せん。技術が言語化できない部分が非常に大

処理できる 1 秒間の情報量は多くて 16 ビット

ビットあることをツィンメルマンが報告していま

す。つまり見たことのほとんどは脳が処理でき
ずに捨てられていっている。結局、技術の言語

化出来ない部分は部分で、見せただけでは伝わ

らないと言えそうです。
「教えられた技術を繰り
返すことでしか身に付かない」と説明する暗黙

知概念は技術伝授の核心を言い表してるように

入門前にあるはずなのです。そのように触覚を
積み重ねてきているわけで、そこをどうやって伸

ばしていけるかという、教育にもっていけるとい

いのではないかと思っているのですが、なかな
か難しいですけどね。

きいというのが鍼灸の一つの見方としてありま
す。しかし、同時に、言語化するという努力が
必要な分野でもあると思うのです。そういう努

力をしないで、
「技術は盗むものである」といっ

たような言い方で済ませてきた分野なのではな
いか。そういう意味では、まず教える側はそれ

をいかに言語化するか、システム化するかとい

う努力をしなければいけないと思うのです。だ
けど、幾らそうやっても、学ぶ側があるレベル

まで到達していないと見えてこない技術、理解

できない技術があると思います。子供が言語を
覚えるときに、確かに言語を覚える能力は準備

に伝わっているのか不安を感じると思うのです。 されているのですが、実際の動きなどに結び付
技術は「見て盗め」と言われますが、視覚的に いていない言語であれば、それはそのうち忘れ

ですが、眼を通じて入ってくる情報量は一千万

さというのは分かっている。そういうのが鍼灸

ていく言語になるわけで、本当に身につく言語

は、動きなど、意昧があるから定着していくの

だと思います。だから、鍼灸の技術を学ぶとき
には、見たときにこうやっているというのが分か

るようなレベルでないといけないと思うのです。
谷岡：全くそのとおりだと思います。

問題意識が必要
尾崎 : 今の話で、10 歳ぐらいからそういう触診

の感覚を培っている、だから、鍼灸の教育の中

でどこかきっかけを作ってあげればもっと伸び

ていくのではないか。そのために、言語化しな

ければいけないのですが、その中で、幾ら言っ

ても学生に問題意識がないと全然伸びないと思

うのです。何を触っているのかという問題意識

があってなおかつ言語で理解させて、そのうえ

で実際に体験させていくことが必要と考えます。
私の腰にはピンポン玉程度の硬結があるのです

が実際にゆっくり触って、これが硬結なんだよ
というと、
「あ、これが硬結なんですか」という
形でリピートしていく、それがスキルアップになっ

ていくのではないかと考えています。

谷岡：私も、学生のころや卒業したてのころは、
大きな硬結があっても見つけられなかったので

す。後輩の学生がこれが硬結だと教えてくれて

司会 : 触診につながる「触れる」というのは、 も、本当かなと疑っていたわけですが、小児鍼
たぶん、生まれてすぐから始まっているわけです をやって随分変わってきたのを自分自身感じて

おります。手の訓練のしかたは、学生のやる気、

思います。

よね。いろいろなものを触って感覚を養ってい

押し手で違いがわかる

と培われてきていて、それに言語が付加される。 話ですが、まさにそれですね。

黒岩：師匠とそっくりのもみ方、鍼の打ち方と

る時期がありますよね、あの時期から感覚がずっ
硬いとか軟らかいとか。だから、言語よりも触

問題意識がなければだめだという尾崎先生のお

覚のほうが獲得は早いわけです。それと同じと

先ず 60 人の肌に触れさせる

入る方が自然かもしれない。でも、そういう教

きるだけ多くの人の肌に触れさせるのです。学

とで技術に置き換えるという順序で、学校教育

そうすると、すごく違いがあるということに気が

いというわけではないですが、確かに、多くの

でき上がってきて、患者さんに触らせても不愉

ている。曲当てコンテストというのがあります。 のですが、やはり、あるレベルまでの物に触れ
る際の基本的な技術が手についてないと、幾ら
最初のコンマ何秒かの音だけで、ブランデンブ
ルグ協奏曲だとか当てるクイズですが、コンマ 鍼灸の技術を向上させようと思っても無理では
何秒の音の中に膨大な情報量が含まれているか ないかと思うのです。いつごろから訓練したらい

す。その前は私の体でやらせます。硬結、反応

いうのは、何年かするとできるようになりますね。

ところが、患者さんは、そっくりに見えても違い
を感じとります。その理由を何人かに尋ねてみ

ましたら、面白い話が聞けました。僕が押手を
置いた瞬間に、これは「あ、それ ?」に当たる
鍼だと患者さんは分かる、その当たる確実性の

程度で「黒岩先生だと判りますねん」と言う。

ということは、押手がものすごい情報量を持っ

ているわけですね、患者さんがそれを読み取っ

ら分かる人には分かる。だから、押手にも、膨

大な情報を蓄えた高度な押手も存在しうる訳で
すよ。しかし見ただけでは区別はつかない。そ

うした技術をどうにか伝えられないか。想いは
あっても、具体的にどうすればいいのかまだ分

かりませんね。多くの先生方のいろいろな教え

方に何か技術伝授の技法がないかと探っていま

す。

考えれば、鍼の技術が先にあって後から言語が

育の仕方をしないで、言語から入ってそれをあ

はやられているわけです。それを単純にいけな

谷岡：学生にその問題意識を持たせるには、で
生 1クラス60 人いると、全員の肌を触れさせる。

つきます。治療室のスタッフの場合、手が少し

いろいろなやり方でやられています。もちろん、 快な感じを与えない手ができてきたという判断
私は技術修得の将来を悲観的には考えていない がついたら、その時点で患者に触らせていきま

いかというと、私は 10 歳ぐらいだと思っている
のです。10 歳ぐらいから始めないと本当の技術

はでき上がらないのではないかと思います。ほ

とんどの学生はスタートが遅いのです。鍼灸の

点を探させて、気持ちいい段階まで押せとか、
痛いと感じるところまで押せとか、ギブアップと

いう段階まで押せとか、押さえさせてその触覚

を指先に覚えさせる。あるいは、ここに痛みが
あったら、ここの痛みと同じ痛みを体の中で探

し出せとか、そういう課題を与えて宝探しをや

みを考えた場合という意味でですよ。でも、実

らせる、そういう鍛え方をします。鍼を打つと
きによく問題になるのですが、初心者は鍼を持っ

シップしていれば、母親の軟らかさと父親の硬

す。灸を据えるときでも、体に艾を置くときは

は鍼灸を学びはじめる前の段階でいろいろなこ て息をしています。息を止めてやれと言います。
とをやっているわけです。折り紙や工作をしたり、 特に三稜針なんか打つときは息をしていたら絶
人の軟らかさなんて触って分かっている、スキン 対ぶれますから。これは毫鍼でも言えることで
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息を止めろと指導しております。置いたらもう息

思います。そういう意味では、こういう機会を

ね ( 笑 )。

思いますし、これが 1 回で終わることなく、形

をしていい、しっかり酸素を吸えと言いますけど
井上 : ありがとうございます。こういう座談会が

ステップになって、技術が、もう少し同じ言語

で話ができるという下地が作られ、共通言語で

作っていただいた鍼灸 OSAKA に感謝したいと
式は別として、いろいろな形で今後この流れを

ぜひ作っていただければと思います。よろしくお
願いいたします。( 了 )

所見の取り方を議論できるようになっていけば

と思っております。

司会 : 最後に感想と今後の課題や展望などあり

形井秀一
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しい問題だと思います。今日来てどんなことが
1999 年筑波技術短期大学教授
議題になるのかなと楽しみにしていたのですが、
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非常に幅の広い問題で、それこそ繰り返し繰り 学専攻・教授

ましたら一言ずつお願いします。

返しメンバーを替えて何回も何回も意見交換す

べき問題だと思います。共通言語を作るために

は同じ人間を、合谷なら合谷を診て、これが虚

谷岡賢徳 ( たにおかまさのり )
1940 年生まれ

の反応ですよ、これがトリガーポイントですよ、 1961 年明治鐵灸専門学校卒業
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方で最終的にツボが選ばれるわけですが、選ぶ

黒岩共一 ( くろいわきょういち）

お互いに同じものを診て話したほうが分かりや

すい。言語だけでは非常に難しいと思います。

した。ありがとうございました。それぞれのやり
ときの物差しやその物差しで選んだ部位に刺鍼

した結果起こる現象を突き合わせているみたい
ですね。お話をうかがってると、よく似た現象

を診ていると感じることがたびたびありましたか

ら。異なる視点 ･ 技法ですが、それぞれが究め

られた技術なら、突き合わせることでお互いに
刺激があるでしょうし、あわよくば新しい視点

が生まれそうな気がします。

谷岡：鍼灸というのは、言い古されていますが

副作用が少なくて非常にいい健康増進法であ

り、疾病予防法だと思います。また、治療法で

もあるわけです。これを世界に普及させていき
たいと思います。そのためには共通言語が必要
になってきますが、共通言語というのは物理学

的な用語あるいは化学的な用語です。体表をサ

イエンスの目で観察していく必要があると思って
おります。
司会：大体お三方のおっしゃった通りなのです

が、おそらく、触診について話したり、文章に
するというのは、これまで非常に少なかったと
思うのです。そういう意味ではこれが一つのきっ

かけになって、鍼灸の技術はすばらしく、また、
大事だということが認識された、それぞれの技
術が、共通に、お互いに認識し合える何かに置

き換えられるようにできれば一番いいと思いま
す。酒井先生がおっしゃったように、多分何回

も積み重ねていく必要がある論議だと思います

し、いろいろな立場の意見がたくさんあると思

うのです。ともかく現段階としては、それを出

していただくことを第一にしなければいけないと
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