竹筒灸

患者の皮膚を観察すると、表皮の厚いものと

水谷潤治

ドが出来やすいが、私の経験から打膿灸を除

薄いものがある。薄いものは、水疱やケロイ
いて水疱・ケロイドは治療効果に特別な意味

こ の 記 事 は、『Shinkyu Osaka』100/101 号
Vol 26 No. 4/2010 Winter、Vol. 27 No.
1/2011 Spring, pp 183 - 188 に掲載された
「竹筒灸ー海外に広まる灸療法−」を元に、書き
直されました。

を持たないと考えている。

最近、表皮や角質に温度に対するレセプター

が存在する 1 ということも、証明されている。
真皮まで傷つけることなく、上手に日焼け程
度の火傷を作り、灸痕を最小限におさえるこ

1. はじめに
1987 年頃、私は故入江靖二先生を訪ねて見

学させて頂き、勉強会に参加した。その時に
“深谷先生の竹筒” の使い方を教わった。そ

のとき学んだ竹筒は、図 -1 のものであった。

図 -2 水谷の竹筒

2. 竹筒灸の利点
灸は当然熱い。そして熱いお灸は誰しも嫌な
ものである。

第 1 の難点 “熱感” は、竹筒を使うことで解
決する。深谷先生は、“灸熱緩和器” と呼ん

でいる。艾炷が 1/2 ぐらいまで燃えたとこ

ろで、25 mm の短い方の竹筒を押しかぶせ、
中で火が消えるまで適圧を保持する。燃え
ている艾は酸素が遮断され、ちょうどフェー

ドアウトするような感じになり独特の熱感
が “ツウーン” と気持ちよく体内にしみ込ん

でくる。短い竹筒で 1 〜 2 壮すえ灸熱に馴

らしておき、それから 80 mm の長い方にス
イッチする。

第２に、竹筒の “圧迫” が気持ちよく、独特

の治療効果を醸しだす。艾炷に点火したあと、
リズミカルに押圧して竹筒の中で艾を燃焼さ
せると、灸熱と圧迫という二つの刺激がミッ
図 -1 深 谷 先 生 の 竹 筒（ 図 は 深 谷 伊 三 郎 著 「 お
灸 療 法 の 実 際 」p39 緑 書 房 1977 よ り 抜
粋。短い方を A 号軽圧用として上下肢に用い、筒
抜 け。 長 い 方 は B 号 強 圧 用 と し、 上 部 を 塞 い で

あ る。 肩 や 背 部 に 用 い る。 内 径 は 15~16 mm）

クスし身体の中に気持ちのよいバイブレー
ションがおき、ほとんどの患者がリラックス
してくる。中にはイビキをかいて睡眠状態に

入る患者もよくある。灸には、副交感神経の
賦活作用がある。

とがコツである。

以下にそのコツを述べる。
1. 艾炷を作るときに、艾を出来るだけ柔ら

かく捻る。軽く柔らかくひねられた艾は、
繊維の中で酸素を多く含むので燃焼が早

く、
熱感が少ない。反対に硬く捻った艾は、
燃焼時間が長くなり熱感大である。
（これ
は灸の瀉法として多壮灸の後半や、痛み
がはなはだしい時に頓挫させたり、焼灼

灸でイボや魚の目などを焼き切る時に使
うことがある）

拇指と示指で艾を捻るときは、両指間に 1

mm ぐらいの隙間をあける要領で艾を転が

すだけにし、決して指で圧迫しない。艾の
捻り方で、灸熱は 65℃ から 90℃ぐらい
まで変化するであろうことは容易に想像で
きる。

私は、桐の板を使って艾を紐状にのばした

ものを用意しておく。少量の艾（小豆より
少し大きいぐらい）を、板に載せ別の板で

挟んでなるべく圧力をかけずに、左右にス
ライドすると 2 mm ぐらいの柔らかい紐

状艾が出来る。指で捻るよりも均質なので、
灸熱を下げることが出来る。（図 -3）

この頃の私は、灸を白人の患者に使い始めて、 第 3 に、竹筒の中で艾を燃焼すると、“日焼
灸熱を緩和し灸痕を残さずに治療できるか模 け程度の火傷” が出来るが、
例外を除いて “水
索中で、竹筒灸は私にとって福音であった。

1992 年ごろから、灸熱に敏感な患者のため

疱” は出来ない。しかし、それでも “異種蛋
白体” は、皮下で生産されるので、これに対

ぐらいまで短くし、その後また少しずつ長く

胞の活性が起こると思われる。

に竹筒をどんどん短くしていった。0.5 cm

して抗体やサイトカインが活性化し、免疫細

していった。最終的に全長 105 mm の一本

第 4 に、竹筒の圧迫と熱（艾の灰より出る赤

の竹筒を、片方 25 mm、他方 80 mm で間
仕切りした改良型が出来上がった。深谷先生

外線の効果）が一緒になり、末梢循環の血管

の竹筒の A 号と B 号を、短くして一緒にし

運動を促進し、血流を増し、炎症や体内の老
廃物を吸収するのに絶大な効果を発揮する。

ている私のスタンダードの竹筒である。あと

お灸は、自然の抗生物質、抗炎症剤である。
そして、とても気持ちのよい刺激療法である。

たようなものである。これが、いまでも使っ
になって、極端な過敏症や小児向けに、直径

1 cm ぐらいの細い竹筒も使うようになった。

（図 -2 水谷の竹筒）

この竹筒は両サイドで使えるが、25 mm の

方は酸素の容量が少なく、長い方に比べ若
干早めに消火するので熱感がマイルド、80
mm の方はそれがやや強めになる。

3. 竹筒灸の手技
私は、全ての治療法の成否は、“患者が快適

に感じるかどうか” にかかっていると考えて
いる。気持ちのよい灸療でなければ、最大効
果は引き出せず、患者に苦痛を強いる治療法
は “ダメ” というのが、私の持論である。

図 -3

2. ツボを決めたら、紫雲膏 2 を塗布する。皮
膚を保護し、灸痕を予防するためである。
又紫雲膏は接着剤の役目をして、容易に
艾炷を皮膚に立てることが出来る。紫雲
膏は出来るだけ薄く塗ることがよい。多

量の軟膏は、油脂が熱を保持するので、
灸熱よりも温度が上がることがあり、患
者に苦痛を与えることがある。

3. 灸は 1 壮目（皮切り）が 1 番熱く感じる。 （動作 3）
壮数を重ねると、熱感に慣れ熱さがへる。
皮切りを半米粒大かごま粒大ぐらいの軽

く捻った小灸で、竹筒を用いて圧迫し軽

“地ならし” することによって、深部にある

線香を右手の示指と中指で挟み保持し点火す
る。（図 -6）

愁訴本来の表現であるツボを特定し易くな
る。症状の “震源地” をあぶり出すといって
もよい。

刺激で施灸すると、あとがやり易くなる。

上手な治療家はさっとなでただけでも、愁訴

皮切りが 1 番大切である。

を表現する特定のツボを感じ取り、灸点をさ

以上は基本的な注意事項である。

ぐりだすことが可能である。指頭感覚の違い

である。しかし初心者や私のような不器用な
ものは、そうはいかない。それで “地ならし”

4. 施術の要領

が必要になる。

（動作 1）

まず、置針でも単刺でもよいが、腹部・四肢・
背部・頭部など訴えの部位を触診しながら阿

左手の中指・薬指・小指で竹筒をしっかりと
持ち、示指と拇指で紐状艾を保持し、常に捻

是穴に浅刺で軽い刺激をする。この軽い気持

り艾炷のサイズを調節する。（図 -4）

ちのよい刺激によって、表面がゆるみ変化す
る。鍼をした後、再度触診すると手触りがか
図 -6

（動作 4）
点火後、中程まで燃えたところで、ゆっくり

と竹筒をかぶせ、ほど良い圧力を保ちなが、
二番目のツボに艾炷を立て点火する。一番目
の艾はすでに燃え切っているので、ゆっくり

と竹筒を持ち上げ二番目のツボに移動して竹
筒をかぶせ適圧を保持する。この要領を繰り
返す。
以上、左利きは左右が全て反対になる。
図 -4

（動作 2）

艾が完全に燃え切っていないときに、竹筒を
持ち上げると、酸素が急に流れ込み一気に火

力が上がり、患者に突然苦痛を与えることに
右手の拇指と示指で、左手の艾を摘み取り、 なるので、艾が竹筒内で完全燃焼する時間を
皮膚に立てる。
（図 -5）艾は柔らかいデリケー 見計らい竹筒を移動すること。
トなものだから決して押しつぶさず、軽く挟
んで引き抜くようにカットする。カットされ

た断面は、引っぱられて繊維がばらばらに
なってシャギーになっている、その繊維の先

端を皮膚に絡ませるようにそっと皮膚にかる
くつけるとよい。そうすることにより、皮膚
と艾の間にわずかなスペースができ、熱感を
さらにマイルドにすることが出来る。

図 -5

なり違ってくる。

その後、丁寧に触診をして、震源地を探り、
その中から、まだ圧痛が残っているところや、
過敏点などを見つけ出し、灸で集中攻撃をか
ける。第 2 ステップの灸治療である。

第３の多壮灸か深刺は、症状が深くて、程度
が悪い場合にする。第 2 ステップが終わった
後、患者を少し運動させまだ症状が改善しな
いときに、患者にまだ感じる部位などを言わ

せ、それを目標に 1 穴か 2 穴を探し出し即
刺即抜で深刺したり、7 〜 10 壮の灸をすえ

る。第三ステップは、急性の痛みなどには有
効であるが、普通はこれを省略することも多
い。

手数が多くて刺激量が多いと感じるかも知れ
ないが、浅刺と竹筒灸の組み合わせは、極端

以上の 4 つの動作を、両手でスムースに繰り

な虚証の患者を除いて、今の時代で普通の体

灸が出来るようになる。

はむしろ、鍼の後に灸をすることによって、

4. 鍼灸を併用する

な感じさえ持っている。

返すが、慣れると 1 分間に 10 壮程度の竹筒

『鍼灸は糾える縄のごとし』という。私は、

力を有する患者には、経験上問題がない。私

鍼のリアクションによる緊張を緩和するよう
しかし、末期がんのような極端な虚証の患者

鍼と灸を組み合わせで行うと、さらに効果が
出ると考える。鍼の刺激は、基本的に金属に

は鍼をせず、体力を見ながら灸の壮数や艾炷

交換であろう。一方灸の刺激は、火傷による

気持ちのよい竹筒灸は、副交感神経を優位に

のサイズを調節し、沢田流太極療法をベース

よる組織の侵襲と金属の接触によるイオンの

にした灸治療のみを行っている。“熱くない、

組織の侵襲とそれによって産生されるヒスト
トキシンなどの化学物質であろう。これらの

して、血流を改善し患者をリラックスさせる

相補的に働き、互いに相殺しない。そして、

多壮灸でさえ補法として使える場合があると

せることは容易に想像できる。

しかし、灸にも瀉法は存在する。虫垂炎など

ので、もともと灸は補法にむいている” と私

刺激は、全く異質であるが、私の経験上では

は考えているからである。興味を引くのは、

これらの刺激が、人体の防衛機能を活性化さ

言うことである。

私の通常の鍼灸治療は 3 つのステップがあ

の時、痛みや炎症を短時間で頓挫させるのは、

り、第１に鍼、第２に灸、第３に多壮灸か深

多壮灸が役に立つ。これを私は瀉法としてい

刺というパターンが多い。

る。

私は、第１の鍼治療を “地ならし” という。

灸刺激のリアクションは時に想像を絶するこ

みなどを取り除く目的である。表面をさっと

体質、体力などによって、灸のドーゼ（灸点

鍼で、愁訴から来る表面的で余分な緊張や痛

とがあるので、患者の病状、年齢、治療経験、

の数、壮数、熱感等）を厳しく調節すること

竹筒で圧迫していると、その圧力を介してツ

バウンドとして、発熱、疲労感、頭重、のぼせ、
食欲減退、吐き気、下痢などが出ることはよ

筒が深く入るようになり、軟らかく無力の部
位は血液が集まるので組織に張りが出て手応

は、最も大切なことである。灸刺激過多のリ

く言われることである。

治療の最後に、使った灸点を検討すると、そ
れらの灸点はその患者の状態の投影だから、
患者の証を確認することが出来る。この証を

次回の治療の手がかりとして追求してゆく

と、灸点が変化・移動し時間と共に減少して
くる。治癒に近づいてくるのである。
このように、私の治療は極めて単純な帰納法

的なものである。最初から、病の本体を特定
せず、生きた身体を読んで追跡していくわけ
だが、その読み方が沢田先生や深谷先生の膨

大な経験と知識にあずかっていることは明ら

ボの変化が手に感じられる。硬結は溶けて竹

えがよくなる。このようなツボや組織の変化

を、竹筒を介して読み取り、施灸効果の判定
ができる。ここにも、竹筒使用のメリットが
ある。
最近は、薬品を多く取っていて、灸をすえて

も発赤もせず、皮膚温も上がらない、変化が
でない患者がいる。これは、化学物質が老廃
物となって、血管や組織に沈滞し汚染状態と

なっていて少々の刺激では反応しないのであ

る。このような患者は 5 倍ぐらい期間をかけ
忍耐強く灸をしていると、体表に変化が現れ
てくる。

かである。

灸療は難しいものではない。患者に灸を教え

余談

てしまう例にもよく出くわすほどであるか

て自宅で無茶苦茶にすえた人が、勝手に治っ

沢田先生と深谷先生、この両大家は、全くと
いってよいほどに異なっている。

沢田先生は、人体を “三焦” とみて、五臓六
腑の調和を考える。そのバックグラウンドは

「十四経発揮」や「難経」であり、運用は五
臓の色体表を利用し、沢田流基本穴に加え特

効穴を使う。基本的に全身治療で多穴を使う。
深谷先生は、沢田先生より 23 才若い。名灸
穴を駆使し少数穴で効かせる治療である。そ

ら、灸という熱刺激は不思議なものである。

灸は副作用が無く、誰でも使える幅の広い治
療法である。灸が身体の機能を活性化し、健
康状態を改善し、果ては若返りも可能にする
のだと私は考える。

Notes:
1. 傳田光洋著 岩波科学ライブラリー 112
「皮膚は考える」pp45-47

のバックグラウンドは「黄帝明堂灸経」
（1311

2. 紫雲膏は華岡清洲創製の軟膏で、傷薬、火

学の知識を活用する。
『灸は、効くものでは

はごま油で煉ったものであるが、私はオ

元時代

竇桂芳著）などで、加えて西洋医

なく効かせるもの、名穴を使って効果を出せ』
という。

両者の共通点は、“生きたツボ” を使うと言

うことあろう。反応点をしっかりさがして、
効くまで灸をすえるという姿勢である。

5. 最後に
『痛をもって兪となす』という。押して響く
ところであり、そのようなツボに灸をすえる

と反射的に血流に変化が起きる。そして、灸

の熱刺激に誘発されて身体各部に反射的に影
響が現れる。それは消化器系や循環器系のみ

ならず、免疫系や内分泌系、自律神経系にも
波及する。

その時、灸点も当然変化を起こす。硬結は柔

らかくなり、腫れはしぼんでくる。冷えは温

度が上がり、陥没はせり上がってくる。灸は

このように過剰な状態にも不足している状態
にも作用して、それを平均化する。虚実を “平

らか” にすると言っても良い。血流が改善さ
れる結果である。

傷の薬として知られている。オリジナル
リーブ油で煉ったものを使う。
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