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うつ病の鍼灸治療
首藤傳明

はじめに
「警察庁の統計によると、年間の自殺者数は昨年ま
で 7 年連続で 3 万人を超えた。これは交通事故の
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どの経絡が病んでいるか、を決めることであり、例
えば肝虚証と診断すれば、主として肝経が病んでい
るということになる。中医学では経絡弁証や臓腑弁
証などという。経絡と臓腑は切り離せない、という

死者数の約 4 倍。10 万人当たりの自殺者も 27.0
こ の 記 事 は、
「 鍼 灸 OSAKA」Vol.
のが私の考えだから肝経を治療すれば、肝経だけ
21, No. 3 (2005, Autumn) よ り、 人 (2003 年同庁調べ ) と先進国では突出して高く、
でなく、肝臓にも効く。
森ノ宮医療学園出版部と著者の許可 『自殺社会』ともいえる異常事態が続いている」
。
を得て転載させて頂きました。
2005 年 8 月 22 日大分合同新聞の記事である。

2004 年 11 月 1 日の各紙は「うつ病につながるリ
スクがある『抑うつ症状』が小学生の約 8%、中
学生の約 23%にみられることが 1 日、北海道大大
学院の伝田健三・助教授 ( 児童精神学 ) らの調査
で分かった。こうした子供たちは『何をしても楽し

臓腑とくに五蔵の弁別は大切である。そもそも、う

つを始めとする心の病に鍼が効果的と悟ったのは甲
乙経冒頭の「精神五蔵論」という言葉に端を発し
ている。「心の座は五蔵にあり」というのが、その
内容だと理解する。
こころの座は大脳にあり、というのは西洋医学の見

くない』といった気分の落ち込みに加え『泣きたい

方で、東洋医学とは全く考え方が違う。鍼治療を

と報じている。「うつ病の患者数は、潜在的なケー

五蔵には神、魂、意智、魄、精志 ( ひっくるめて五精 )

スを含めて数百万人ともいわれる」となり、< 日本

という気が充満している。例えば肺が病めば肺に

うつ病学会 > を設立することになった、という。「日

宿る魄が少なくなり、めそめそしたり、やる気がな

気がする』『独りぼっち』などの悲哀感が強かった」 やってみると、こころは五蔵にありと思えてくる。

本では、人口の 10%以上約 1,000 万人以上が、 くなったりしてくる。他の蔵の場合も然り。証によっ
鬱病あるいは鬱状態とみられている。」( 北里大学

て精神状態は変わってくるが、要は：

東病院の村崎光邦病院長の話 ) との見方もある。 ・ 気分が沈む
経済がデフレだから、心もデフレ ( うつ ) という考
・ やる気がない
えもあるが、やや好転して踊り場を抜け出たといわ
・ 何事にも興味がもてず楽しめない
れる状態でも、好転しないとすれば、何処に原因
があるのだろうか。社会的原因か、公害物質によ ・ 疲れやすく横になりたいなどという精神状態から
るものか、あるいは民族性という問題なのか、いず

・ 食欲がでない

れにしても大問題である。

・ よく眠れない

いままで、うつ病に対して鍼灸師は身を引いていた

・ 性欲がない

ような気がする。確かに、重症のうつ病患者は好
転を機に自殺を図りやすい。手をつけないほうが安
全には違いないが、私の経験では鍼灸は治療手段
の一つに挙げていい。特にうつ病の前触れである抑
うつ状態には、かなりの効果がある。誤解を恐れ
ずに言わせてもらえれば、非常に効果がある。利
用しない手はない。
周囲を見渡してみると抑うつ的な心情の人は多い。
鍼治療を受ければ人はこころが明るくなる。日本で
は鍼灸師は溢れている。多くの鍼灸師がうつに取り
首藤傳明
1959 年 より開 業。1968 年 より経
絡 治 療 に 取り組 み、 現 在、 日本 経
絡治療学会の監事を務める。かって
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or.jp/mars/iwata/index.html>
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組めば、日本は明るい国になる、夢のようなこと、
私は真剣に考えている。

うつ治療の基本
うつ病や抑うつ状態の治療には二つの必須条件が

などという肉体の症状までが出てくる。
五蔵を調整することで、心の不調和が調和するわけ
だから、何かの方法でどの蔵がおかしいのかを知る
要がある。私は主として脈診により証を決める。肝
虚証、腎虚証、脾虚証、肺虚証になるほど治療が
むつかしくなる。治りは悪くなる。
古典ではうつの脈状は沈であるという。ひどくなる
ほど沈んで骨に隠れるようになる。伏ともいう。確
かにその傾向はある。気分が沈めば脈も沈み、う
きうきすれば浮いてくる。浮いていれば治りやすい、
沈んでいれば手強い。治療しながら、検脈して、浮
いてくればしめた、となる。効いてきたのだ。
脈診しない時はどうするか。ほかの方法はないのか。
試案だが後で触れる。

ある。一つは弁証であり、あとの一つは超浅刺であ 【超浅刺】
る。前者は診断であり、後者は治療である。
証が決まった、例えば肝虚証だとしよう。経絡治

【弁証】
証を決めることである。私は経絡治療を主体にし

療では二つの道がある。本治法と標治法で、特に
本治法は非常に重要である。肝虚証では曲泉、陰

ている。経絡治療では証の決定という言葉を使う。 谷、三里、曲池の刺鍼。補う。片側曲泉一本の刺
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鍼で、寸口の脈が浮いて大きくなることが多 【超浅刺の使用鍼】

い。たった一本で。一本で脈が整わなければ

抑うつの症例

使用鍼は使い慣れたものなら何でもよい。私 【症例 1】  女  56 歳
は 1 寸、01 番 (30 ミリ、14 号鍼 ) を使う。
初診： 2005.5.7
る。この時注意すべきことがある。深く刺さ 超浅刺では 1 寸が使い勝手がいい。実に素
主訴： 頭痛、不安、不眠 ( 服薬中 )、肩頚凝り、
ないことである。体格ががっちりしていようが、 早い治療ができる。
どうき、腰痛、疲れやすい、など症状は多い。
鍼が好きな人であろうが、心に効かそうと思っ
【超浅刺の定義】
2 年間苦しむ。医師の診断は「慢性疼痛」う
たら、ごく浅く刺すことだ。ただし、深鍼でも
達人がやれば効果的かもしれないが、我が社 超 浅 刺とは接 触 鍼と浅 刺との中 間を意 味 つ病の注射でよかったこともある。食欲はある。
反対側の曲泉、そして陰谷以下の刺鍼を続け

の比較であって、他社との比較ではない。
ここで私が多用している超浅刺を紹介する。
何故ここに至ったかは日本伝統鍼灸学会誌や
医道の日本誌を見ていただくとして、分かりや

し、0.5mm の 深 さ で、1 分 間 500 回 以

上回旋術を行う鍼術をいう。なお浅刺とは
1mm~5mm、 普 通 刺 とは 5mm~30mm、
深刺とは 30mm 以上とする。

すい説明を心掛ける。1)2)

小野文恵先生は接触鍼という刺入しない鍼を

超浅刺の手技

い鍼のように見えた。岡部先生は浅置鍼を多

そう難しいことではない。鍼管を経穴に当

用された。また超浅刺よりもなお浅い鍼術は

て、ごく軽く鍼柄頭を押さえて、鍼尖を皮膚
に密着させる ( 着地と表現する )。ごく軽くで
も叩打すると数ミリ刺入されるので、叩打は
しないがよい。鍼管を取り、鍼柄を母示指で
1/10(20 度 ) 回旋させる。私の流儀だと示

使われた。井上恵理先生は散鍼というごく浅

あるもので、それらとどう違うのか比較してみ
ると、1 分間 500 回という高速回旋が特徴

していると、気至るの感じがあり、その時に
は少し刺入されている。入れようと思わずに、

る、有るがごとく、無きがごとくである。

脈状： 沈遅虚、左が非常に沈んでいる。
圧痛： 三陰交、志室、至陽、霊台、神道、
顖会。

治療： 超浅刺→太淵、太白、中脘、気海、
攅竹、曲池、至陽、霊台、神道、肺兪、脾兪、
飛陽、志室、風池、肩井。

文献には記載されなかったものである。その

経過：

意味で超旋刺というべきかもしれない。

3. 倦怠感、体のだるさを取るのに速効があ
る。疲労、倦怠感を直ぐに取る治療法を
私は知らない。

いうことは実にすばらしいことだと感じるよ
うになる。
6. 鍼の嫌いな人、なかでも、ピリピリ感を拒
否する場合は歓迎される。
7. 小児、老人によく適応する。高齢社会、
見過ごされない事象である。
8. 最後に、治療家に及ぼす影響。まず疲れ
ない。また、術者自身へ超浅刺を施してあ
れば理想である。
患者は何をされているか分からないうちに治

鍼柄と右母指と示指の当たる位置関係

脈証： 肺虚証

灸→顖会、三陰交、至陽、霊台、神道、志室。

接触で気を得ればいいという感じでやれば、 4. 堅さを柔らかに変える。硬い中心部に刺入
うまくいく。気至れば抜鍼、あとをよく閉じる
しなくても柔らかくする作用がある。
のは補の場合で、寫に応用する場合は、あと
5. 肉体の症状だけでなく、精神神経科の領
を閉じない。
域にもいい影響を与えるようで、気分が明
気至る感じといっても、刺入鍼で気至るのよ
るくなる。眠りが良くなる。生きていると
うにはっきりと分かるものではない。感じがす

調症。

だと気づく。この高速回旋の刺法は今までの

指を固定し母指のみ回旋させる。写真のよう 【超浅刺の利点】
に鍼柄は右次指腹中央と、右拇指腹の内側
次のような効果、利点がある。
に当たる鍼柄を小さく速く回旋する。回旋は
1. 各種の痛み、特に自発痛に効く。
できるだけ速く、1 分間 500 回くらいが望ま
しい。最初は 150 回くらいしか出来ないが、 2. 癌疾患の痛みにも効くことがある。
慣れてくると出来るようになる。ひたすら回旋

既往症： 子宮筋腫、慢性疼痛、自律神経失

療を終えて、気分が明るくなる。その意味で、  
の効果が最も重要である。

治療日

治療回数

5/14

2 回目

6/3

5 回目

6/22

7 回目

8/12

13 回目

8/17

14 回目

所見
肝虚証。以下肝虚証が続
く。
薬なしで眠る。
子供の結婚のことで悩み、
不眠。
調子よい。隔週の治療とす
る。
脈初めて浮いてくる。

考察： この患者さん、一見してうつを疑う顔

貌だった。近所の奥さんが心配して、無理に
連れてきたのだが、治療を続けているうちに
笑顔が出、顔が丸くなった。体重が増え、か
えって美容上の心配が出てきたほどだ。慢性
疼痛とは新しい概念だが、痛みを追っての治
療は効果がない。こころの病とみて治療する
と、痛みもついでに消えていく。
【症例 2】女  47 歳
職業： 会社経営
主訴： やる気が出ない毎年何回か治療にみ

える。元気がなくなった、
気合を入れてほしい、
というのが主で、肉体の症状としては、時によ
り、膀胱不快、蕁麻疹、頭重などである。い
つも 1~2 回で元気になる。最近は離婚して社
長になったせいか、例年より来院回数が多い。
脈証： 肝虚証
脈状： 沈遅虚
治療： 超浅刺→中脘、気海、中極、三陰交、
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曲泉、曲池、攅竹、志室、腎兪、肝兪、肓膏、 経過： 2002 年は 3 回の治療のみ。
飛陽、肩井、風池。

灸→三陰交、気海、志室。
【症例 3】女  18 歳
初診： 2004.11.29
主訴： 大学受験を控え少し抑うつ状態 ( 落

ち込み )。肉体症状は肩凝り、頭痛、頭重、
不安感、四肢しびれ、便秘、口荒れる、のぼせ、
背痛、むくみ、生理痛。
脈証： 肺虚証

治療を続ける。途中、交通事故に遭い、頚

痛を起こしたが、大学も無事に通り、快活で
ある。
考察： 鍼治療が落ち込み勝ちな状態を奮い
立たせ、大学受験に合格した。多分、人生

初めての抑うつ状態、これから後に遭遇する
度に鍼灸を思い出すだろう。
【症例 4】女  61 歳
初診： 2002.5.8
症状： 3 ヶ月前旅行中に発熱 37.20 度 ( 平

熱 35 度 ) 下 痢、 食 欲がなくなった。 体 重
5kg 減。公立病院に入院検査を受ける。微
熱の原因は分からない、37 度ぐらいは普通
だと。現在の状態、気分の落ち込みがある。
睡眠、夜中に目覚める、4 時間くらい眠る。
食欲ない。軟便。体温、36.30 度。
脈証： 脾虚証
脈状： 沈遅

膵のう胞、慢性膵炎の疑い、うつ病と診断さ

浅置鍼→迎香、上天柱。
灸→上星、腸骨点、霊台、神道。

後、膵炎は否定された。2003 年は 36 回治
療。その間、胃多発性ポリープ、逆流性胃炎
などといわれたが、依然として、食欲なしの
状態は続く。脈証は脾虚証が多く、時に肺虚
証、腎虚証がある。
2004 年 は 3 月 15 日まで 7 回 治 療。3 月

4 増、食欲出る。2004 年は 36 回治療。そ

2005 年は 8 月 1 日まで 16 回治療。食欲出、
臀部もふくらみ体力充実した。5 月30日下痢、
腹痛あり、この時は一時アミラーゼが上昇し
た。してみると、最初の症状は膵臓と関係が
あったのかもと、担当の医師。
考察： 少しでもいいと治療は続けられるが、
一向によくない場合、脱落することは多い。
この患者さん 1 年間頑張ってきた。県外の患
者さんと県内遠方の患者さんと仲良し三人組
であった。同じくらいの年齢で、気が合って
いるらしい。いつも電話で連絡をとりあって情
報を交換している。まず、県外のお友達、RA
の関節痛が少しずつ消え始めた。痛みが消え
ると同時に体重も増え、気分が明るくなった。
そのことが、目に見えるだけに、私も、という
希望を持ち続けたのだろう。さらに、遅くなっ

としている。この薬が一番効いた、とは私の
感想だ。

うつの症例

うのは慢性の膵臓疾患が疑われる。この患者

初診： 2005.4.19
主訴： 桧花粉症花粉症ばかりでなく、腰痛、

治療： 超浅刺→太白、太陵、三里、中脘、 偏頭痛。自律神経失調症と予診表にはある。
左梁門、気海、脾兪、心兪、風池、肩井、 睡眠わるい、食欲ない。
灸→三里、左膈兪、肝兪、胆兪、脾兪。
皮内鍼→左梁門。
34

治療回数

4/26

2 回目

5/20

5 回目

6/6

7 回目

6/14

8 回目

脈証： 肺虚証
脈状： 沈遅虚

所見
肺虚証肩を揉んでもらってめ
まい。
肺虚証落ち込みがある。
めまい、どうき。落ち込みひ
どい。
前回治療後、4 日間よかった。
くしゃみ。体温 36,90℃肺
虚証。治療途中めまい、太
敦で止まる。
以来、調子よい。家人から

6/21

9 回目

睡眠よくなる。舌苔は正常。下腹部充実、要

症例： 女 37 歳

小野寺氏臀点、以下左膈兪、肝兪、胆兪。

治療日

しあったり。

想像させる。食欲なし、軟便または下痢とい
さんの治療示標は食欲と微熱である。

経過

の間、食欲出たり、なかったり、脱肛がすこ

左梁門に撮診異常。左膈兪から胃兪まで虚し

異常と軽度硬結・圧痛は膵臓か胃の異常を

三里、風池、肩井、霊台、神道、腎兪、腸

れる。抗うつ剤、安定剤を処方される。その

て、初孫が生まれたこともいい作用を生んだ

が、病院では否定されている。左梁門の撮診

36

骨点（私方穴ー肩甲骨の内縁を通る垂直線

ようだ。遠方で、疲れるといいながらも嬉々

発症状から見て、ウイルス感染症かと思った

number

なった。大学病院受診、膵臓の検査の結果、 と腸骨稜との交わる点）、次髎、委中、跗陽。

舌診： 白苔
て、押さえると気持ちのいい圧痛がある。初

13

2003 年 3 月 31 日から治療を続けるように

治療  灸→三陰交 ( 圧痛あり )、霊台、志室。 22 日右坐骨神経自発痛出る。肝虚証 6 月 7
他は超浅刺。
日 2kg 増。6 月 15 日 3kg 増。6 月 29 日
経過： 平成 17 年 3 月 23 日まで 15 回の

volume

7/5

10 回目

8/2

13 回目

8/16

鍼治療から帰った時はまるで
別人といわれた。掃除が好き
で働き疲れ。< 躁 ?>
落ち込み。頭痛。脳神経外
科での検査、異常なし。
8 月から仕事に就く。漬物製

造。
14 回目 何とか仕事できる。

考察： にこにこしているが、症状から、うつ

を疑った。何回か治療するうちに、うつで、
病院にかかっていると話すようになった。一挙
に好転とはいかないが、働く意欲と体力がで
てきた。いたわりながら、長期戦を覚悟せね
ばならない。

おわりに
気づいたことを後書きしてみる。

診断：
顔つきを見るとうつではというのが分かるよう
になる。ただし、にこにこうつというのもある
ので、油断はできない。話し方にも特徴があ
る。無口というよりも、必要なことも言わない
ことがあるので、東洋医学の四診をフル活用
して推察することである。

治療：
前述したように刺さないがいい。超浅刺だと
許容量があるが、それでも多いと疲れるとい
うことがある。最初はなるべく少ないのがい
い。ややこしい、また難しいと思ったら、専
門医を紹介するがいい。やはり詳しいし、鍼
灸治療にもおおいに役立つ。SSRI など夢の

治療： 超浅刺→中脘、太淵、太白、曲池、 薬という、効きのいいのも出来ている。助か
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る人も多い。ただ、向精神薬というのは長期
服用で人格が変わってくるという指摘もある。
鍼灸治療で薬が減らされたり、いらなくなれ

経穴部位の標準化に関す
る私見

確かに、日本で私が見学した治療家たちは、

ピーター イエーツ

首藤傳明氏のセミナーでは、ツボの位置と触

ばしめたものである。が、鍼灸師が薬につい
ての指図は禁物である。大怪我の基である。
また、元気付けの言葉もご法度である。理解

私 は、NAJOM の 2005 年 11 月 号 の 25

をしめすだけでいい。言葉に出す時は患者さ

頁の記事、形井秀一著「経穴部位の標準化

ほんもののうつになるとこの辺の呼吸が難し

私の意見がすべての人に受け入れられるとは

んの言ったことをくりかえすだけでいいという。 の経緯と意義」を興味深く読んだ。
い。おおいに勉強を強いられる。ほんものの
うつといったが、嘘のうつは有るのか、あるら
しい。擬態うつ病と名付ける先生もいる。せ
ちがらい世の中になると、思い通り進まない

思わないし、この論争で結果を引き出すのに
影響を与えることもないだろうが、自分の意
見を述べてみたい。鍼灸を 30 年間学び、ま
た 20 年間教えてきた私にとって、経穴部位

ことがある。少子化の中、大事に育てられる。 というテーマは離れたことはない。
我慢の訓練をさせない。子供の欲望のまま、 古典に則った教育を受けたが、私はいつもツ

これが当たり前と思って、卒業、社会に出る。 ボは固定した存在ではないと教えられた。そ
困難なことに出遭う。我慢が出来ずに挫折、 して各ツボには決められた位置があるかもし

鍼を打つ前にツボを触診し確かめた後位置を
決定した。
診が重要な課題となっている。
鍼灸は単に治療法というだけではなく治療の
芸術であり、治療家は効果的なツボを触診す
る際だった技術を身につける義務がある。
そしてこれらのツボは、経絡上にあるとは限ら
ず、ずれて出る場合がある。
そうはいっても初心者にツボの位置を教える
のに、標準化が若干の利益を持っていること
は否めないし、また役に立つ。試験を行うに
も都合がよい。
しかし、学生が実習を行う際には、触診でツ
ボの見つけ方を学ぶことも重要である。

落ち込んでしまう。これが人生、この難問を

れないが、この位置は、特異的な患者の時 これはもちろん取穴を教えている人自身が、
解決するために生まれてきたのだ、よろこんで、 間的特異性に依存した最も効果的なツボを、 その感覚と触診を身につけ、そして学生に同
などとは絶対に思わない。いま、話題のうつ 触診で探し出す出発点に過ぎないということ。 じことをすべく励まし導くことができるというこ
病ではと、
受診。私はうつ病に違いありません、 そしてそれは治療ごとに変化するという実体 とを意味する。

と訴える。違うと思っても、軽い抗うつ剤で

も処方しておきましょうという先生もないでは
ない。当然、薬はきかない。挫折に打ち勝つ
気力がない。そこには五蔵の不調和がある。
超浅刺で不調和を正せば気力は必ず出る。
さて、脈診や弁証をしない人はどうするか、何
かいい方法はないのか。例えば澤田流。澤田
流には施灸の基本穴がある。私の師匠は圧痛
がなければ使う必要はないと取穴しなかった
が、灸でなく、鍼で応用してみる。師匠のい
うように圧痛はないことが多い。むしろ、凹ん
だ、虚した点を取るようにする。中脘、左陽
池、気海、曲池、足三里、照海 ( 澤田流太谿 )、

であるということである。

最後に、ツボの標準化は結構なことであるが、

学生時代、このことは他の治療家や先生がし

人間は教科書や壁掛けの図と同じではない

ばしば私に証明してくた。

し、未だに標準的人間も無いのだと言いたい。

時には、生物医学の見地からさまざまな診

胃のような重要な臓器の位置には違いが見ら

大分ずれてツボが現れるかもしれない。良い

治療所で、痛みや苦痛を和らげるために毎日

断をして、身体のバランスがかなり悪ければ、 れる。それならどうして経絡・経穴は同じ位
そのような患者には教科書のツボの位置から 置であるのだろうか。
結果を生み出すためには、この点を念頭に置

精力的に働き、標準化にかかわらず身体のバ

くのは肝要である。注意深く触診するなら、 ランスを良くするために最善のツボを見つけ出
詰まった感じ、もつれた感じ、陥没した感じ、 すのが、私が言うところの治療家である。
空虚な感じ、あるいは熱感か冷感かがはっき
りするであろう。

翻訳：水谷潤治
ピーター・イエーツ

トウドウ・ユキ先生はこれを「生体の現象」 ニューヨーク・ロングアイランドで開業。江戸会を
身柱、天髎、膈兪、肝兪、脾兪、腎兪、次髎。
と呼んでいる。経絡治療家は「リアルタイム 主宰し、日本鍼灸の啓蒙と指導にあたっている。
かなりの数になる。これに、百会、神道などを
の生きたツボ」と呼ぶ。
追加する。ただし、
超浅刺でなければならない。
要は、各自の治療体系はそのまま、刺鍼を超
浅刺に替えるだけである。期待できる。
人はこころとからだから成る。心身ともに調和
のとれていることを健康という。すると、いか
に不健康な人の多いことか。肉体の不調に鍼
をすると肉体の不調が消えるだけでなく、ここ
ろも明るくなる。こころが暗いときに鍼をする
と、こころが明るくなると同時に肉体の故障
も治る。それが理想であり、そのためには五
蔵を調和すること、その手段として超浅刺を

確信する。
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