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Ⅰ．調査研究概要
■プログラム名：重要政策課題への機動的対応の推進
■課題名：統合医療における生体情報の先進医工学的計測手法に関する調査研究
■中核機関名：東北大学
■研究代表名（役職）：仁田新一（教授）
■調査研究実施期間：平成 19 年７月～平成 20 年 3 月
■調査研究総経費（調整費充当分）：総額 29.3 百万円 （間接経費込み）

１．調査研究の趣旨
本調査研究では、統合・代替医療における医学的効果を科学的に定量的に検証するための先進医工
学計測・解析手法の開発と、代替医療における臨床現場との有機的連携をめざした。
統合・代替医療においては、患者の日常の生体情報（血圧、心拍数、脈波、脳血流および脳酸素代謝
など）を把握しておくことが重要である。また、対象とする治療行為が、慢性疾患、生活習慣病、ストレス・
心身性疾患など症状および治療行為が比較的長期間にわたることも少なくない。
本調査研究では、最先端の医工学的計測手法を用いて、統合・代替医療の患者の生体情報を計測・
解析する手法を調査研究することにより、統合・代替医療における医学的効果を科学的に検証するととも
に、患者本位の医療に資することを目的とした。

２．調査研究の概要
統合・代替医療における生体情報の新しい計測・解析手法の開発をめざして、東北大学の先端医工
学研究部門と、東北大学付属病院の先進漢方治療医学講座（漢方内科）における漢方・鍼灸の臨床部
門との有機的な連携のもとで、以下の異なる３つの分野から、生体情報の先進的計測・解析手法の適用
可能性を検証するとともに、今後の調査研究課題を明らかにした。
①脳画像解析などの先進的な脳機能計測
②自律神経系の生体情報計測
③ナノセンサ・マイクロセンサなどの先端的な医療センサ
調査研究の実施にあたっては、東北大学加齢医学研究所教授仁田新一を研究代表者として、同研究
所脳機能開発研究分野研究室（川島研究室）において代替医療と脳機能計測の研究、東北大学情報シ
ナジーセンター（吉澤研究室）において代替医療における生体情報の解析手法の研究、東北大学大学
院工学研究科マイクロ・ナノマシニング研究教育センター（芳賀研究室）においてナノセンサ・マイクロセ
ンサの代替医療への適用可能性に関する研究を行った。漢方・鍼灸の臨床としては、東北大学医学系
研究科先進漢方内科外来の協力を得て行われた。
全サブグループ責任者および研究参画者による研究推進委員会（準備会議を含め計 3 回）を開催し、
各サブテーマ間での情報の伝達と共有により、各機関の有機的連携を図った。
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３．調査研究の全体像
調査研究の全体像を、以下に示す。
＜調査研究フレーム＞

脳機能計測

・鍼灸治療前後における
脳機能計測
・脳機能計測によるナラ
ティブの評価

漢方・鍼灸などCAM
における生体情報

血圧・心拍数・
脈波・脳血流など

自律神経
機能計測

先端ナノ
センサ
・MEMS技術の代替
医療への適用可能性
の検討

・自律神経機能の長時間評価
・センサによる東洋医学的脈診
の客観化

＜調査研究フロー及び体制＞
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４．調査研究体制

研 究 項 目

1.

担当機関等

研究担当者

統合医療における脳機能の計測手

東北大学加齢医学研究所

○川島 隆太(教授)

法開発と臨床に関する研究

東北大学加齢医学研究所

福田 寛(教授)

東北大学サイクロトロン・

伊藤 正敏(教授)

ラジオアイソトープセンター
2.

3.

4.

自律神経系の生体情報計測手法に

東北大学 情報シナジー機構

○吉澤 誠(教授)

関する研究

東北大学大学院工学研究科

杉田 典大（助教）

東北大学大学院医学系研究科

関 隆志（講師）

東北大学加齢医学研究所

山家 智之（教授）

東北大学加齢医学研究所

西條 芳文（准教授）

東北大学加齢医学研究所

白石 泰之（助教）

福島大学共生システム理工学類

田中

ナノセンサ・マイクロセンサの統合医

東北大学大学院工学研究科

○江刺 正喜（教授）

療への適用手法の開発

東北大学先進医工学研究機構

芳賀 洋一（准教授）

東北大学先進医工学研究機構

松永 忠雄（助教）

東北大学加齢医学研究所

◎仁田 新一（教授）

東北大学大学院医学系研究科

荒井 啓行（教授）

東北大学大学院医学系研究科

関 隆志（講師）

東北大学加齢医学研究所

川田 浩（客員准教授）

東北大学加齢医学研究所

金野 敏（助教）

総括およびとりまとめ

◎ 代表者
○ サブテーマ責任者
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明（准教授）

研究推進委員会

氏

名

所

属

◎仁田 新一

東北大学加齢医学研究所 教授

川島 隆太

東北大学加齢医学研究所 教授

吉澤

東北大学 情報シナジー機構 教授

誠

江刺 正喜

東北大学大学院工学研究科 教授

山家 智之

東北大学加齢医学研究所 教授

芳賀 洋一

東北大学先進医工学研究機構 准教授

荒井 啓之

東北大学医学系研究科 教授

関

東北大学医学系研究科 講師

川田

隆志
浩

東北大学加齢医学研究所 客員准教授

杉田 典大

東北大学大学院工学研究科 助教

金野

東北大学加齢医学研究所 助教

敏

松永 忠雄

東北大学先進医工学研究機構 助教

◎ 研究推進委員長
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Ⅱ．経費
１．所要経費
（直接経費のみ）

(単位：百万円)

研 究 項 目

担当部署等

（1）統合医療における脳機能の計

加齢医学研究所

研 究
担当者
川島隆太

所要経費
Ｈ１９
年度

合計

1.0

1.0

4.0

4.0

5.5

5.5

12.0

12.0

測手法開発と臨床に関する研究
（2）自律神経系の生体情報計測

情 報 シ ナ ジ ー セ 吉澤誠

手法に関する研究

ンター

（3）ナノセンサ・マイクロセンサの

大学院工学研究 江刺正喜

統合医療への適用手法の開発

科

（4）総括およびとりまとめ

加齢医学研究所

所要経費

仁田新一

（合 計）

22.5

22.5

２．使用区分
（単位：百万円）
東北大学
設備備品費

分担機関名

分担機関名

計

1.2

1.2

消耗品費

9.5

9.5

人件費

1.2

1.2

その他

10.6

10.6

6.8

6.8

29.3

29.3

試作品費

間接経費
計
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Ⅲ．調査研究成果
１． 調査研究成果の総括
これまで我々の研究グループでは、平成１７年度科学技術振興調整費「代替医療、とくに漢方および鍼
灸における多角的な科学的評価法の研究」および平成１８年度「鍼灸、漢方の疾患予防効果を中心とす
る評価方法の開発、確立」での多角的な統合医療の評価研究プロジェクトにおいて、他大学によるプロテ
オミクス的評価、医療経済学的評価などと並んで医工学によるアプローチを用いた科学的かつ客観的な
新しい評価手法の検討をおこなってきた。
これらの２年間の調査研究によって、医工学を用いた手法の統合医療評価における有効性がある程度
明らかになったことから、平成１９年度は「統合医療における生体情報の先進医工学的計測手法に関す
る調査研究」として、他領域の評価手法からは独立して、医工学的評価を主体とする調査研究を遂行す
ることとなった。今年度はこれまでの自律神経活動を中心とした医工学的評価手法に加えて、東北大学
の得意とする脳科学計測および MEMS（Micro Electro Mechanical Systems；半導体加工技術を用いて電
子回路、センサ、アクチュエータなどの様々なデバイスを微細なチップ上に作成する技術の総称）を統合
医療の評価に用いた場合の有効性についても探索的な調査研究をおこない、これらの新しい技術の統
合医療評価における可能性の一端を垣間見ることができた。
脳科学計測に関する研究では、第一にこれまで報告された鍼に関する fMRI を用いた主な研究の文献
レビューをおこない、研究の現状について調査するとともに、このような研究に適した実験のデザインに関
するいくつかの知見を得た。第二に、主としてリフレクソロジーの領域で使用される足の裏の目、肩、小腸
に対応する刺激部位（反射区）を刺激した際の脳活動を計測し、大脳体性感覚野において、足裏に対応
する領域以外に、それぞれ目、肩、小腸に対応する領域が活性化するという結果が得られた。従来の解
剖学では足裏の刺激部位と目、肩、小腸に対応する体性感覚野の間に直接的な神経線維連絡はないと
考えられており、脳科学計測を用いた評価手法によってこれまで不明とされていた代替医療の効果の一
部が裏打ちされた結果となったことの意義は大きいと考えられる。
自律神経活動計測においては、互いに相反する作用をもつとされる 2 種類の漢方薬（黄連解毒湯と加
味逍遙散）を服用した場合の循環パラメータの変化を計測した。その結果として、これら 2 種類の漢方薬
がそれぞれ生体に対して異なる機序で作用する可能性があり、特に加味逍遙散では血液循環量や血圧
を増大するような効果があること、さらにこれらの効果は個人によって異なる方向に作用する可能性がある
こと、などが明らかとなった。
ナノセンサ・マイクロセンサの統合医療評価への応用に関しては、MEMS（Micro Electro Mechanical
Systems）技術を用いて作成した光ファイバ圧力センサを鍼灸鍼に搭載した場合の組織圧計測について
検討するとともに、様々なセンサを搭載したインテリジェント鍼を開発する際の基盤技術となる非平面に対
する MEMS プロセスを確立した。
これらの研究結果の詳細な内容については、それぞれの掲載項を参照されたい。
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ま た 、 今 年 度 は 調 査 研 究 の 一 環 と し て 、 オ ー ス ト ラ リ ア の シ ド ニ ー に お い て 開 催 さ れ た Third
International Congress of Complementary Medicine Research 2008 に参加して最新の研究動向を調査す
るとともに、シドニー大学の医学部と薬学部、およびシドニー工科大学といった現地の統合医療研究施
設・実施施設の現状を視察した。今年度の学会では各国から統合医療のモデルに関する提案が多くなさ
れ、さらにはがんの治療にどのようにＣＡＭをとりいれるか、あるいはＣＡＭを医学教育にどのように生かし
ていくか、などの具体的なテーマでも活発に発表がおこなわれていた。ＣＡＭの臨床試験やプロテオミク
スなどに関するエビデンスの発表も多く、科学的評価に基づいたＣＡＭの臨床現場への導入という世界
的な方向性に変わりはないことを再認識した。
シドニー大学医学部はオーストラリアにおいてもっとも歴史のある大学であり、1999 年から医学部の 1
年生に対して週 2 時間のＣＡＭの講義がなされている。オーストラリアでは、シドニー大学のほかにもシド
ニー工科大学、University of Western Sydney など４つの大学において 1990 年代から医学教育のなかで
ＣＡＭの講義が行われている。また、シドニー大学の薬学部では、特に漢方薬の研究および教育に力を
注いでおり、生薬の抗炎症作用、生薬の相互作用および品質管理、生薬に関するデータベース作成、
および高脂血症や悪性腫瘍などに効果がある生薬について多くの研究がおこなわれている。
シドニー工科大学には College of Traditional Chinese Medicine と呼ばれる伝統医学の教育機関が存
在しており、ここは世界的にみても英語で中国伝統医学の教育をおこなう数少ない教育機関のひとつで
ある。中国伝統医学のクリニックを併設し、漢方、鍼灸などの実際の治療をおこなっていることでも知られ
ている。同じ工科大学ではドイツのミュンヘン工科大学でも理系の学生に対して漢方や鍼灸などの優れ
た講義がおこなわれているが、医学部の学生に対してさえ統合医療の教育が十分に行われているとは言
い難い日本の医学教育との違いがここでは顕著に感じられた。
現在我が国では、臨床現場における診断および治療はすべて医者のみに委ねられているが、歴史的
にみても工学的手法が医学の発展に果たした役割は極めて大きいことは疑うべくもない。従って、医学部
学生にのみ医学教育をおこなうのではなく、工学部をはじめとした理系学部、さらには文系学部にもより
多くの医学に関連した講座をつくり、医学上の問題を人類共通の課題としてそれぞれの立場から研究を
推進することが、これからの医学研究の理想的な姿のひとつではないかと考えられる。
今後の我が国における統合医療が目指す展開としては、完結治療型である西洋医学とそれ以外の医
学の広範な融合が必要不可欠であり、それを実現するためには、医学には東洋も西洋もない、全く患者
ひいては人類のための医学であるべきであり、セクショナリズムを超えたものでなければならない。
そのためには、異なる立場の人々が理想的な医学を求めてそれぞれの立場から理想の実現に向かっ
て邁進するのは当然であり、西洋医学者はその他の医学に対し、また伝統医学の側からは西洋医学に
対して、まず相手を認め、尊重することからはじめるべきであると考える。すべての関係者が、自分は何を
すべきかを各々認識して共同で新しい医学の実現に向かっていくべきであり、その両者を結びつけるた
めの、今まで欠けていた言語・尺度が科学的評価法の確立であることはいうまでもない。国家戦略として、
その方法論の確立と人類のための医療の実現が早期になされることを願っている。
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２．調査研究成果

２．１ 統合医療における脳機能の計測手法開発と臨床に関する研究
２．１．１ 調査の背景と目的
鍼灸には脳卒中の治療あるいは予防に効果があるとされる経穴がいくつか存在するが、その医学的な
効果判定に関する客観的・定量的な研究はほとんど行われていない。また、研究参画者である東北大学
先進漢方内科の荒井・関らのこれまでの研究によって、加味温胆湯や抑肝散といった漢方薬にアルツハ
イマー型を中心とした認知症における症状改善効果があることが報告されているが、その作用機序およ
び局所脳血流に与える影響の解明は未だ不十分なままである。
そこで本提案課題では、将来的に、鍼灸および漢方による治療の脳卒中あるいは認知症などの疾患
における予防効果・治療効果を客観的かつ定量的な評価を可能とする手法を確立することを目的として、
先端的画像診断機器であるｆMRI（機能的磁気共鳴画像法）を用いた過去の研究のレビュー、そしてツボ
への刺激が脳活動に与える影響の研究をｆMRI を用いて行った。
２．１．２ 調査内容
２．１．２．１

鍼（Acupuncture）の fMRI 研究に関するレビュー

Cho ら（1998）は、2ＴiＭＲＩ装置を用いて、健常人 12 名を対象に、鍼の徒手刺激（twisting）を足の外側
部にある vision point（VA1,2,3,8）を刺激し、実際の視覚刺激提示時、vision point 以外のダミー刺激時と
比較した。その結果、vision point への刺激時にのみ、実際の視覚刺激と同様に、大脳後頭葉に賦活を
認めた。しかし、この反応には個人差があり、賦活する被験者がいる一方で、逆に抑制を示す被験者もみ
られた。
Hui ら（2000）は、1.5ＴＭＲＩ装置を用いて、健常人 13 名を対象に、鍼の徒手刺激（twisting）によって掌
の背側にある大腸の point（LI4）を刺激し、同部位の触覚刺激時と比較した。片側の掌背側の刺激に対し
て、触覚刺激では大脳両側半球の体性感覚野が賦活したのに対して、鍼刺激では刺激側と対側の体性
感覚野のみが賦活した。また、鍼刺激を行った時にのみ、海馬や島皮質といった辺縁系の活動に抑制が
生じた。
Napadow ら（2005）は、3ＴＭＲＩ装置を用いて、健常人 13 名を対象に、徒手鍼刺激と電気鍼刺激の比
較を行った。刺激点は下腿の St36 であった。徒手刺激でも電気刺激でも大脳の一次、二次の体性感覚
野（足の領域）は活性化した。上記の Hui ら(2000)と同様に、辺縁系では抑制が認められた。また、帯状回
の活動では、電気刺激の方がより強い信号変化が生じる傾向があった。
Li ら（2006）は、1.5ＴＭＲＩ装置を用いて、左基底核梗塞患者 12 名と、年齢と性をマッチングさせた健常
対照者を対象に、ＬＩ4（肘）と LI11（足首）への電気鍼刺激を行った。脳梗塞患者では、刺激点と反対側の
i

Ｔ（テスラ）は、磁束密度の国際計量単位。
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体性感覚野の反応が健常対照者よりも強いことを示し、鍼刺激によって可塑的な変化を促すことが可能
であると結論づけた。
Cho ら（2006）は、鍼刺激の疼痛抑制効果に関する脳機能イメージング研究のレビューを行い、痛み刺
激単独、痛み刺激とシャム(プラセボ)鍼刺激では帯状回、視床などの痛みの知覚領域が強く活性化する
が、経絡（Meridian point）への刺激では、これらの領域の反応が減弱することを示した。
これらの研究のレビューによって、以下の４つの結論を得た。
①機能的ＭＲＩ装置の中で鍼刺激は徒手、電気刺激ともに可能である
②鍼刺激の有・無のブロックデザインによる撮像が適している
③鍼刺激により一次、二次体性感覚野が活性化し、辺縁系が不活性化することは、ほぼ確立している
④鍼刺激による痛みの抑制効果に関してもすでに研究が行われている

9

２．１．２．２

機能的ＭＲＩによる足ツボ徒手刺激の研究

（１）目的
リフレクソロジーは、反射区と呼ばれる主に足の裏の特定部位を刺激する事によって、人体にとって有
益な効果を与える事をはかる代替医療の一種である。治療効果としては、ストレスの軽減や、血流循環の
改善、心的バランスの調整等が期待出来ると言われている。しかしながら、リフレクソロジーは診療の現場
で一定の施術効果がある事が報告されているものの、その全てが科学的に検証されたものではなく、医
療行為として十分なコンセンサスが得られている訳ではない。現在、リフレクソロジーを含む代替療法と脳
内認知機構との関係について、複数の研究機関で研究が進められている。鍼灸を例にとると、いくつかの
異なる機能を持つ経穴を各々刺激した際に、体性感覚野の異なる部位の活性化が高まることが、
Nakagoshi ら(2005)によって報告されている。さらに視覚に関連する経穴を刺激した際に視覚野の賦活が
誘発された事が Cho ら(1998)によって報告されている。またリフレクソロジーについても、施術とリラックス
効果との関連について脳波を用いて検証されているが(Natarjan et al., 2004)、反射区と体部位局在性の
様な認知機能との関係については未だ研究されていない。
そこで本研究では、リフレクソロジーにおける反射区と体性感覚野における体部位局在性との関係に
ついて、機能的磁気共鳴画像法(fMRI)を用いた脳機能計測実験によって明らかにする事を目的とする。
本実験では、目、肩、小腸の反射区を刺激部位として選択した。その理由は、（a）足裏反射区図（フット
チャート）と呼ばれる足裏刺激部位の地図上で３点が十分に離れている事、（b）体性感覚野において各
反射区に対応する身体部位からの感覚信号の投射部位が十分に離れている事、の２点である。
（２）方法
①被験者
本実験には、２５名の健康成人（男性：２２名、女性：３名；年齢：１８〜４１歳、平均：２２歳）が被験者とし
て参加した。被験者は全員エジンバラの利き手テスト(Oldfield, 1971)により右利きと判定された。また実験
への参加に際し、全ての被験者から文書による同意を得た。本研究は、東北大学医学部倫理委員会の
承認を得て行われた。
②fMRI 実験プロトコル
本研究は、東北大学大学院国際文化研究科言語脳認知総合科学研究センターの 1.5T Siemens
Magnetom Symphony scanner (Siemens, Munich, Germany)を用いて行われた。本実験では、脳機能画像
の撮像に GE-EPI 法を用いた。撮像パラメータは以下の通りである；撮像領域＝33 スライス（スライス厚 =
3 mm, スライス間ギャップ = 1mm）で大脳皮質をカバーする領域、繰り返し時間(TR) = 3 s、エコー時間
(TE) = 50 ms、フリップ角 = 90°、撮像範囲(FOV) = 192 × 192 mm2、ボクセルサイズ = 3 × 3 × 4
mm3、マトリックスサイズ = 64 × 64。脳機能画像の撮像と併せて、頭部の形態 MRI 画像を MPRAGE 法
により撮像した。
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③実験デザイン
脳機能計測実験は、目・肩・小腸に対応する３カ所の反射区を刺激する条件を交互に行うブロックデザ
インとした。足裏反射区図における目・肩・小腸の反射区の位置は図 2.1.1 に示す通りである。各条件で
の反射区刺激時間は５秒間とし、条件間に１０秒間の安静状態を挿入した。各条件の繰り返し回数は１５
回とし、計測開始直後および全ての条件終了後に３０秒の安静状態を挿入したため、総計測時間は１１
分４５秒であった。各条件の繰り返し順序は被験者間でカウンターバランスをとり順序効果を統制した。
実験手順を以下に示す。計測直前に、実験者は被験者の左足の足裏にある目（eye）・肩（shoulder）・
小腸（small-intestine: SI）の各反射区に目印をつけ刺激位置を特定した。その後、被験者は実験者と共
に MRI 撮影室に入り、被験者は MRI 装置に仰臥位で横たわり、実験者は MRI 装置の横で教示聴取用の
ヘッドホンを装着し待機した。計測時間中は、被験者には眼前のスクリーンに投影された固視点を注視す
るよう教示を行い、実験者は音声教示に従い各条件に対応する反射区を右手に持った木製の棒で刺激
した。また計測時間全体を通して、実験者は被験者の左足の甲に左手を添えていた。
④fMRI データ解析
fMRI データの画像処理及び統計解析は Statistical Parametric Mapping ソフトウェア（SPM2; Wellcome
Department of Cognitive Neurology, London, UK）を用いて行った。統計解析を行うための前処理として、
下記に示す画像処理を行った。なお、前処理及び統計解析は全て MNI 空間上で行われた。収集された
時系列データのうち、最初の５スキャン（１５秒）分のデータは、撮像範囲の磁化状態を平衡化するための
撮像であるため、前処理を行う段階で解析データから除外した。初めに、撮像中の頭部動作の影響を補
正するために、最初のスキャンを参照データとして画像データの再整列を行った。次に、fMRI データ中の
各スライスの撮像タイミング補正をするために、１６番目のスライスに撮像時間にタイミングを合わせるよう
補正を行った。続いて、各被験者の頭部形態 MRI 画像および SPM で用意されたテンプレートとなる頭部
形態 MRI 画像を用いて fMRI データの空間的標準化を行った。最後に３次元ガウシアンフィルタ（半値幅：
10 mm）を用いて fMRI データの平滑化を行った。
統計解析は、個人解析・グループ解析の２段階に分けて行われた。個人解析では、各条件において反
射区刺激によって脳活動が誘発されたと仮定し、血流動態反応関数を用いて血流変化のモデルを構築
した。fMRI データに対し、時系列データを通しての大域的な信号変化の補正、および高周波フィルタ（カ
ットオフ値：92 s）を用いて信号の低周波成分の除去を行い、処理後のデータと仮定された血流変化モデ
ルとの間で重回帰分析を行い、画像データ中の各条件に対応するボクセル毎の脳活性パラメータとなる
偏回帰係数を求めた。求められた脳活性パラメータをもとに、以下に示す各条件間での脳活動の増減を
表す差分画像を作成した：目の反射区刺激に特異的に脳活動を示す領域（eye-specific: eye×２>
(shoulder + SI)）、肩の反射区刺激に特異的に脳活動を示す領域（shoulder-specific: shoulder×２> (eye
+ SI)）、小腸の反射区刺激に特異的に脳活動を示す領域（SI-specific: SI×２> (eye + shoulder)）、３つの
反射区を刺激した際に共通した脳活動を示す領域（common: eye + shoulder + SI）。
グループ解析においては、各差分画像を対象に１標本 t-検定によって有意な活性化領域の検定を行
い、その結果を脳活動マップとして作成した。本研究では、リフレクソロジーによる足裏刺激と体性感覚野
の体部位局在性との関連に着目している事から、１標本 t-検定を行う際に Automatic Anatomical
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Labeling atlas (Tzourio-Mazoyer et al., 2002)によって定義される中心後回の領域をマスク画像として利
用した。さらに差分解析における偽陽性の脳活動を除外するために、各条件同士の比較で P<0.05 の有
意水準で脳活動が認められる部位のみで検定を行った（例：Eye-specific の場合、中心後回の領域でか
つ eye > shoulder, eye > SI でも有意な脳活動が認められる部位のみで統計検定を行った）。検定の有意
水準は Family-wise error による多重比較補正を行った上で、P<0.05 とした。
グループ解析で得られた脳活動領域における各条件の局所信号比較を行うために、関心領域(Region
of Interest: ROI)解析を行った。各差分解析（eye-specific, shoulder-specific, SI-specific）で得られた有意
な脳活動領域のピーク位置を ROI として、各条件の脳活動パラメータ同士の Paired t-検定によって条件
間の脳活動の有意差について検定を行った。

図 2.1.1. 左足足裏の(a)目、（b）肩、（c）小腸に対応する反射区
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（３）結果
表 2.1.1 および図 2.1.2 に、各差分解析で得られた有意な脳活性領域を示す。Eye-specific 条件にお
いては、左側中心後回の中央部（図 2.1.２(a)）に有意な活性化が認められた。Shoulder-specific 条件にお
いては有意な脳活動は認められなかったものの、右側中心後回上側（図 2.1.２(b)）に活性化の傾向（多
重比較補正無し、P<0.05 で有意）が認められた。また、SI-specific 条件においては左側中心後回上側
（図 2.1.２(c)）に有意な活性化が認められた。一方で各条件間において共通して活性化が認められた領
域としては、右側中心後回上側（図 2.1.２(d)）および Eye-specific 条件でも活性化が認められた左側中心
後回の中央部の２つの領域であった。
関心領域解析の結果を図 2.1.３に示す。Eye-specific 条件で得られた左側中心後回の中央部の ROI
においては、shoulder 条件および SI 条件の脳活性パラメータと比較して eye 条件の脳活性パラメータが
有意に大きい（P<0.05）事が認められた。一方で、SI-specific 条件で得られた左側中心後回上側の ROI
においては、eye 条件および shoulder 条件の脳活性パラメータと比較して SI 条件の脳活性パラメータが
有意に大きい（P<0.05）事が認められた。

Area
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T

-62

-20
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4.55

34

-48

70

2.42

-18

-32

62

3.21

(A)Eye-specific (FWE P<0.05)
Left

Postcentral gyrus

(B)Shoulder-specific (uncorrected P<0.05)
Right

Postcentral gyrus

(C)SI-specific (FWE P<0.05)
Left

Postcentral gyrus

(D)Common activated region (FWE P<0.05)
Left

Postcentral gyrus

-60

-22

30

6.86

Right

Postcentral gyrus

20

-44

72

5.97

表 2.1.１. 各差分解析における脳活性領域
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図 2.1.2. 各差分解析で得られた脳活性領域

図 2.1.3. 各活性領域における脳活性パラメータの比較、エラーバーは標準誤差.
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（４）考察
本研究では、体性感覚野における脳活動とリフレクソロジーの反射区刺激との間の関連について解析
を行った。差分解析の結果より、目および小腸の反射区を刺激した際には、各々体性感覚野の異なる部
位に脳活動が生じる事が認められた。体性感覚野では、Penfield のホムンクルスiiに表されるように身体の
各部位から得られる感覚信号が部位毎に異なる場所に投射される(Penfield and Rasmussen, 1968; Afifi
and Bergman, 2005)。過去の fMRI 研究においても、右手・右足に対して侵害刺激を行った際に Penfield
のホムンクルスの手足に対応する体性感覚野に脳活動が乗じた事を報告しており(Berman et al., 1998)、
痛み刺激と体性感覚野の反応に関する類似した結果が脳波を用いた脳機能計測実験でも報告されてい
る(Ogino et al., 2005)。
本実験結果では、目の反射区に特異的な脳活動として左側中心後回の中央部に有意な脳活動が認
められたが、この位置は Penfield のホムンクルスでは目を含む顔に対応する領域であり、また顔からの触
覚情報が三叉神経を通じて投射される領域である事が知られている。従って、足裏の目の反射区を刺激
する事によって、体性感覚野上で目もしくは顔の近傍領域に対する感覚刺激があった場合と類似した脳
活動が起きている事が示唆された。一方、小腸の反射区に特異的な脳活動として左側中心後回上側に
有意な脳活動が観察された。Penfield のホムンクルスにおいて、この部位は体幹の感覚領域に対応する
領域である。従って、足裏の小腸反射区を刺激した場合に体性感覚野上の体幹部位に対する感覚刺激
があった場合と類似した脳活動が起きている事が示唆された。肩の反射区を刺激した場合には、統計的
有意な活性化が得られなかったものの、右側中心後回上側の Penfield のホムンクルスにおける上腕に対
応する領域の活性化の傾向が得られた。有意な活性化が得られなかった原因としては、被験者の肩こり
の状態等様々な要因が寄与していると推測されるので，今後より詳細な計測が必要になると考えられる。
各条件に共通した脳活動として、右側中心後回上側および左側中心後回の中央部に有意な活性化
が認められた。前者は Penfield のホムンクルスにおける足に対応する感覚領域であり刺激を行った左足と
対側である事から、左足への触覚刺激に対する活性化であると考えられる。一方、後者の活性領域は目
または顔に対応する感覚領域であるが、関心領域解析の結果より、目の反射区刺激時に最も有意であっ
たものの、各々の条件で閾値下の活性化傾向が認められる事から、左側中心後回中央部がリフレクソロ
ジーによる刺激に対し何か特異的な反応をする領域である可能性が示唆された。
以上のように、本研究によってリフレクソロジーによる足裏刺激が、単純に足への感覚刺激として処理さ
れているだけではなく、それ以外の部位の体性感覚を含んだ信号として処理されている可能性が示唆さ
れた。したがって脳機能イメージング研究を積み重ねる事によって、より科学的にリフレクソロジーの効果
を評価する事が可能になると考えられる。

ii

Penfield のホムンクルス：体の表面における身体各部位の位置関係が大脳皮質に投影されていることから名付
けられた。ホムンクルスは小人の意。

15

２．１．３ 考察
鍼の fMRI 研究のレビューからは、機能的ＭＲＩ実験環境下で、鍼刺激による脳活動計測が可能であるこ
と、さらに鍼による疼痛緩和の脳内メカニズムが明らかにされつつあることがわかった。経穴への刺激によ
り、痛みの中枢である、視床の活動が低下し、その結果として自覚的な痛みが軽減することは非常に興味
深い。
また、足ツボ徒手刺激の研究では、足裏の目、肩、小腸に対応する反射区への刺激によって、大脳体
性感覚野の対応領域が活性化するという結果を得た。
従来の解剖学の知識からは、経穴や足底の反射区と、視床や目、肩、小腸の体性感覚野の間には、直
接の神経線維連絡がないことは明らかであり、何故、このような中枢反応が生じたのかの解剖学的な機序
の解明が将来的には必要である。
しかし、これらの実験を通して、所謂、東洋医学の効果が、科学計測によって裏打ちされた結果となっ
たことは興味深く、科学計測を用いた統合医療研究をさらに進展させることによって新たな医学の世界を
創生できる可能性が高いと考えられる。
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２．２

自律神経系の生体情報計測手法に関する研究

２．２．１ 背景と目的
統合医療は、要素還元論的な西洋医学とは異なり、病気・健康・人間存在を全体論的あるいはホリステ
ィックな観点から把握しようとする。このスタンスは西洋医学だけでは解決できない医療におけるさまざま
な問題を解決または軽減したり、超高齢化社会で懸念される医療費の爆発を抑制する可能性をもつ。
ただし、西洋医学を学んだ医師も含む一般の人々の統合医療に対する理解を深め、政策決定者の関
心が統合医療に向いてもらうためには、もし可能であれば、統合医療の有効性を定量的・客観的に評価
することがやはり重要であると思われる。
要素還元論的な見方をとらない統合医療あるいは東洋医学の効果を、西洋医学の手法で評価するこ
とは矛盾した行為である。しかし、まったくできないわけではないと予想される。
たとえば、心拍数や血圧などの循環系パラメータを使って、鍼刺激が自律神経系に及ぼす影響を把握
しようとする試みがこれまで多くなされてきた

1)-9)

。これらで使われている解析方法のうち最も簡単なものは、

鍼刺激の前後で心拍数や血圧の平均値の違いを単純に比較するものである。しかし、これらのパラメータ
は自律神経系の活動を直接表すとは限らないばかりでなく、元々個人差が大きく、再現性も高くないため、
明確な定量的結果を得るのは容易ではない。
これに対して、われわれが提唱した血圧あるいは脈波伝播時間と心拍数の間の 0.1Hz 近傍の Mayer
波帯域における相互相関係数の最大値ρmax10)-12)は、心拍数変動のスペクトル解析法などと比較して、鍼
の効果を敏感に反映する生理指標であることが明らかになりつつある 13)。
平成 17 年度では、いくつかの種類の経穴に鍼刺激を与えたときのρmax を計算し、ρmax が基本的にど
のようなパターンで変化するのかを明らかにした。また、シール鍼とその針を除去したプラセボのシール鍼
を経穴へ用いるという、二重盲験法に近い方法を使って、針の付いたシール鍼は脈波伝播時間と心拍数
の間のρmax を低下させる効果を与えることができ、この効果が単なるプラセボ効果ではないことを明らかと
した 13),14),15)。
平成 18 年度では、鍼の効果と自律神経系活動の関係をさらに詳細に明らかにするために、足に対す
る温冷水負荷（交代浴）を用いることによって、被験者の自律神経系活動を非侵襲的にかつ強く賦活する
状況を作ったときの心拍数・血圧・脈波伝播時間・脈波振幅等を求め、それらの変化と温冷水負荷による
鍼と自律神経系活動との関係を検討した。その結果、温冷水負荷では鍼の刺入が脈波振幅の減少率を
有意に増加させる効果があることが明らかとなった。しかし、温冷水負荷は大幅な血管収縮・拡張を起こ
すなど自律神経系活動をかなり強く変化させるため、却ってρmax の変化があいまいになる可能性があるこ
とも明らかとなった。また、足に対する温冷水負荷は、実験装置が大掛かりであり実験に要する作業が煩
雑であるとともに被験者の足を濡らすため、被験者数の増加を図るには実験装置の改善が必要であっ
た。
そこで本年度では、実験装置の改善として腕または背中への水管による冷温刺激装置を新たに構築す
ることともに、鍼ばかりでなく漢方薬の効果を、循環系パラメータを用いて定量的に評価することを試み
た。
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２．２．２ 研究内容
２．２．２．１ 温冷負荷時における鍼の効果
（１）目的
平成 18 年度では、鍼の効果と自律神経系活動の関係を詳細に明らかにするために、ふくらはぎから下
の足の部分に対し温水と冷水を交互に加える交代浴（温冷負荷）を用いることによって、被験者の自律神
経系活動を非侵襲的にかつ強く賦活する状況を作ったときの鍼と自律神経系活動との関係を検討した。
その結果、交代浴では鍼の刺入が脈波振幅の減少率を有意に増加させる効果があることが明らかとなっ
た。しかし、足に対する交代浴は、実験装置が大掛かりであり実験に要する作業が煩雑であるとともに、
足を濡らすため被験者に不快感を与えやすい。したがって、高齢者や患者に対する適用可能性を考慮
するとともに被験者数の増加を図るには、実験装置の改善が必要であった。
そこで本年度では、実験装置の改善策として腕への水管による冷温刺激装置を新たに構築することとも
に、鍼ばかりでなく漢方薬の効果を、循環系パラメータを用いて定量的に評価することを試みた。
（２）平成 18 年度の実験装置の問題点
被験者に温冷水負荷を与えるために、昨年度は図 2.2.1 のような実験装置を使った。
被験者は椅子に腰掛け、同図 a)の足部浴用中位水槽に両足を入れる。この水槽には約 40Ｌの温水
(42℃)または冷水(15℃)が同図ｂ)の上位水槽から注入される。被験者の両足はひざ下約 5cm まで水没す
る。この後、温水と冷水の交換を行う。
このような足に対する交代浴は、実験装置が大掛かりであり、バルブの開け閉めやポンプの回転数の
調整など実験に要する作業が煩雑である。また、被験者は裸足となり足を濡らすことになって不快感を与
えやすい。さらにこの実験装置では、温水から冷水、あるいは冷水から温水に切り替わるときに、水を一
旦容器から全部排出しその後再び注入するため、被験者は注入時期を自覚することができる。これによ
って被験者は、身体に対する温冷水負荷による反応ではなく、注入時に不安・恐怖・驚きなどに伴う心理
的反応（緊急反応）を起こすことが予想され、これによって皮膚血管が大きく収縮することがありえる。
したがって、今後被験者を高齢者や患者に拡大させていくことを考慮するとともに被験者数の増加を図
るには、実験装置をより簡便なものとするような改善が必要である。
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a)足部浴用中位水層

b)上位水層

加熱用電熱ヒータ

（約40リットル）

60cm

110cm
35cm

60cm

被験者用
椅子

90cm

d)くみ上げ
用ポンプ
c)下位水層

図 2.2.1 平成 18 年度の実験装置
（３）方 法
1)実験装置
図 2.2.2 に今回開発した実験装置の概要を示す。
被験者は図 2.2.3 のように椅子に腰掛け、被験者の右手の前腕部から上腕の間にゴムホースを巻きつ
け、その中に温水または冷水を、電磁弁を切り替えて交互に流すことにより、腕に対して温冷負荷を課す。
このようにすることで、被験者は体を動かすことなく腕に対する温水または冷水による刺激を受けるが、腕
が濡れることがない。また、昨年の実験と比べて、温水と冷水の切り替えを被験者に予測される可能性が
少ない。
2)プロトコルと被験者
健常な被験者として男性 4 名（平均年齢 27.5±5.3 歳）に対して、次のようなプロトコル A)と B)を行った。
ただし、同一被験者についてプロトコル A)と B)の実施日は相異なるようにした。
A)刺鍼なし：
安静 5 分→温水 5 分→冷水 5 分→温水 5 分→冷水 5 分→温水 5 分
B)刺鍼あり：
図 2.2.4 に示すように、実験前に経穴（風池、合谷、足三里、いずれも左右 2 箇所ずつ）に刺鍼し、
かつ捻転(各部位 1 分間)後、上記 A)と同一のプロトコルによる温冷交代浴実験を行い、実験後に鍼
を抜く。風池と合谷は風邪の治療に用いられており、足三里は風邪の予防に使われ、また、循環動
態に変化をもたらすと言われている。
実験は食後 2 時間以上経過後に行った。温水と冷水の切り替え時の音をできるだけ遮断するために被
験者にはヘッドフォンを装着させた。

20

3)計測量
図 2.2.3 のように、計測量は、心電図、左手第 3 指に対する連続血圧計（フィナプレス社製 ポルタプレ
ス）による連続血圧、および両手人差し指の 2 箇所の脈波センサで計測した指尖光電脈波である。データ
は A/D コンバータにより 1kHz のサンプリング周波数でパソコンに格納した。心電図信号と脈波センサ信
号は生体アンプ（BioPack 製 PPG100C）で増幅した。
4）解析
心電図の R 波から R 波までの間隔(RR 間隔)を求め、その逆数から心拍数 HR[min-1]を計算した。また、
連続血圧から血圧の拍内平均血圧 MBP[mmHg]、収縮期血圧 SBP[mmHg]、拡張期血圧 DBP[mmHg]を
計算した。次に、心電図の R 波の頂点の時刻から光電脈波の立ち上がりの時刻までの脈波伝播時間
(pulse transmission time)PTT[ms]を計算した。脈波伝播時間は、血圧が上昇して血管が硬くなると短縮し、
血圧が下降して血管が柔らかくなると伸長するので、血圧に関係する情報を含む。
脈波の交流成分に対応する成分として、一拍内での光電脈波の最大値と最小値の差である脈波振幅
（PA[相対値]）、および、一拍内での光電脈波の最小値から上の脈波面積を心拍間隔で除した規格化脈
波面積（NPWA[相対値]）を求めた。
心拍数のスペクトル解析として、心拍数 HR のパワースペクトルのうちの低周波成分（0.05Hz～0.15
Hz）LF、高周波成分（0.15Hz～0.5 Hz）HF、およびそれらの比 LF/HF を求めた。
Mayer 波帯域における圧反射の感度（Mayer 波帯域における MBP から HR までの伝達関数のゲイン）
を表すものとして、圧反射係数αLF を求めた。αLF は Mayer 波帯域に帯域を制限した平均血圧の変動分

MBP に対する心拍数の変動分の比として求めた。
さらに、循環制御系の線形相関性を表す ρmax を算出した。ρmax とは、0.08Hz から 0.15Hz までの通過
帯域（いわゆる Mayer 波帯域）とする帯域通過フィルタに通した２つの生体信号（拍内平均血圧と心拍数、
あるいは脈波伝播時間 PTT と心拍数など）の相互相関係数（2 乗平均値で規格化した相互相関関数）の
最大値である

10)-12)

。ρmax は同じ帯域のコヒーレンス関数の平均値とほぼ等しい。ρmax の定義にしたがっ

て、 4 種類のρmax 、すなわち、BP と HR の間のρmax であるρmax(BP-HR)、PTT と HR の間のρmax であ
るρmax (PTT -HR)、PA と HR の間のρmax であるρmax (PA-HR)、および、NPWA と HR の間のρmax である
ρmax (NPWA-HR)を計算し、これらを経時的に求めた。同様に、それぞれのρmax に対応する相互相関係
数の最大値を与える時刻τmax を求めた。
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電磁弁

断熱ホース

冷水
15℃

温水
50℃
投げ込み
ヒーター

電磁弁
空気弁

ポンプ

熱交換チューブ

図 2.2.2 腕に対する温冷水負荷実験装置

図 2.2.3 腕に対する温冷水負荷実験の様子
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a) 風池

b) 合谷

c) 足三里

図 2.2.4 対象とした経穴

（４）結 果
図 2.2.5 と図 2.2.6 は、それぞれ鍼刺なしと鍼刺ありのときの、ある被験者（被験者番号 8、23 歳、男性）
の HR、SBP、PA の時系列の例を示したものである。これらの図から次のことがわかる。他の４名の被験者
も同様な傾向にあった。
１） 図 2.2.5 の鍼刺なしのときの HR、SBP、PA の時系列は、温水負荷および冷水負荷のどちらも明確
な反応を示さなかった。
２） 図 2.2.6 鍼刺ありのときの HR、SBP、PA の時系列は、温水負荷および冷水負荷のどちらの場合も、
負荷後約 70 秒後に過渡的応答が著名であった。HR と SBP は上昇し、PA は減少した。特に脈波
振幅 PA は温水負荷時よりも冷水負荷時の減少が顕著であり、しかもほとんど振動せずほぼ一定
値となった。
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１回目温刺激（300-600s）
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図 2.2.5 温冷負荷に対する生理的パラメータの変化（鍼刺なし）
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図 2.2.6 温冷負荷に対する生理的パラメータの変化（鍼刺あり）
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図 2.2.7 は、代表的な生理的パラメータ 4 つ（実験時間全体にわたる平均値）を、鍼刺なしと鍼刺ありで
比較したものである。両者間に有意差があったのは、心拍数 HR と Mayer 波帯域における圧反射係数α
LF

の２つだけであり、他のパラメータには有意差がなかった。特に昨年度において温水と冷水の間で有意

差のあった脈波振幅 PA の減少率およびさまざまな種類のρmax については、今回は有意な変化は得られ
なかった。
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図 2.2.7 鍼の有無による生理的指標の変化（実験時間全体にわたる平均値で比較）
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（５）考 察
図 2.2.7 のように、鍼刺なしと鍼刺ありの間に有意差があったのは、心拍数 HR と Mayer 波帯域におけ
る圧反射係数αLF の２つだけであった。

HR は鍼刺なしよりも鍼刺ありで有意に減少した。これについては、多くの研究結果で示されたものと同
様である 3)-8)。薬物負荷実験の結果から、鍼による心拍数の減少は、交感神経活動の減衰か副交感神経
活動の賦活のどちらか、あるいは両方が起こることで生じるとされている 3)。
一方、αLF は鍼刺なしよりも鍼刺ありで有意に増加した。αLF は Mayer 波帯域における圧反射係数
（Mayer 波帯域における MBP から HR までの伝達関数のゲイン）を表すものであり、圧変動に対してそれ
を抑制しようとする心拍数変動の比が増加したことを意味し、これは圧反射機能を司る自律神経活動が賦
活されたことに対応するものと思われる。今回は心拍数の減少と圧反射係数の増加が両方生じたので、
交感神経活動の減衰よりもむしろ副交感神経活動の賦活が起こっていた可能性がある。
ただし昨年度の結果では、図 2.2.8 および図 2.2.9 のように、鍼刺により脈波振幅の減少率が有意に増
加した。これは鍼刺により血管が収縮しやすくなったことを意味する。血管収縮は交感神経系が支配して
おり、冷刺激を受けると交感神経系がアドレナリンを分泌して皮膚末梢血管を収縮させることにより、血流
を減少させて放熱を抑制するように作用する 16)。しかしこれは、上述の副交感神経活動の賦活と矛盾する
ように見える。
このような矛盾が生じた原因は、温冷水負荷実験が温水と冷水を交互に与えたことから生じたものと考
えられる。すなわち、脈波振幅の減少率は、温水負荷で皮膚血管が拡張したときの脈波振幅と冷水負荷
で皮膚血管が収縮したときの脈波振幅の相対比として求めていた。すなわち、鍼刺の効果は、血管収縮
を強くしたというよりもむしろ血管拡張が起きやすくなったところにあると考えれば、副交感神経活動の賦
活と矛盾することはないと思われる。
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これまでの研究

3)-8)

では、多くの経穴や非経穴への鍼刺激で心拍数が低下し、足三里への鍼刺激で

は血圧が減少する傾向にあるとされている。これらはやはり副交感神経系の活動の亢進に対応すると思
われる。ただし、Michikami ら 9)によると、ウサギの足三里における電気鍼刺激による血圧低下が、副交感
神経系の亢進ではなく、血圧-交感神経活動関係における動作点の低圧側への移動で説明できることを
明らかにしている。また、われわれの昨年度の報告のように、ヤギを対象とした薬剤負荷実験により、鍼刺
によって減少するρmax が、副交感神経系ではなく交感神経系活動に関係する生理指標であることが示
唆されている。
いずれにせよ本年度までの実験結果だけでは、鍼の効果が交感神経系活動低下なのか副交感神経
活動亢進なのかは明確ではない。
（６）結 論
本研究では、４人の健常被験者を対象として、腕に対する温冷負荷実験を行い、3 種類の経穴（風池・
合谷・足三里）に同時に鍼刺激を与えた場合と鍼刺激なしの場合において、心拍数・血圧・光電脈波を
解析した。その結果、温水時に皮膚血管が拡張して血流が増加し、冷水時に血管が収縮して血流が減
少することに対応して、心拍数と収縮期血圧が増加し、脈波振幅が現象空いた。しかし、Mayer 波帯域に
おける血圧・脈波伝播時間・脈波較差と心拍数の間の最大相互相関係数ρmax は、一昨年度の報告で見
られたような鍼刺激の有無による顕著な差異を示さなかった。
ただし、ρmax は循環制御系を、心拍数→心臓血管系→血圧→圧受容器反射中枢→心拍数→･･･とい
う 1 入力-1 出力系とみなしたときに、血圧と心拍数の間の線形相関性を把握するものとしては有効な指標
である。しかし、実際の心臓血管系は、心拍数と血管抵抗を入力とし血圧と心拍出量を出力とする 2 入力
-2 出力系である。このため、情動反応や運動時のように血圧と心拍出量の動作点がシフトしていく環境に
おいては、2 入力-2 出力系としては線形で合理的な中枢による血管抵抗操作が行われているにもかかわ
らず、1 入力-1 出力系にとっては外乱とみなされ、見かけ上ρmax が低下する可能性がある。したがって、
過渡的状態の循環制御系の振る舞いをより正確に把握するためには、今後、循環制御系を多変数制御
系としてみなして解析する手法が必要になると予想される 17)-19)。
一方、実験時間全体にわたる平均値としての心拍数および圧反射係数は、鍼刺激なしの場合より鍼刺
激を与えた場合のほうがそれぞれ有意に減少および増加した。圧反射係数の増加が副交感神経活動の
亢進であると解釈すれば、この現象は他の従来の多くの研究結果と符合するが、交感神経活動の減弱と
みなす一部の動物実験結果とは矛盾する。今後はこの矛盾が生じた原因が何かさらに探るべきであると
思われる。
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２．２．２．２ 温冷負荷時における漢方薬の効果
（１）目的
平成 18 年度では、鍼の効果が自律神経系活動に及ぼす影響を定量化するために、循環系パラメータ
の解析を行ったが、今回は同様な手法によって漢方薬の効果を明らかにすることを目的とした。実験では、
やはり自律神経系の状態を賦活させたときにおける漢方薬の効果を探るために、温冷水負荷実験を採用
した。ただし、２．２．２．２で述べた実験装置では比較的接触面積の狭い腕に対する温冷水刺激であった
ので、今回は腕ではなく、腕よりも温冷感に敏感と思われる背中に対する刺激を与える実験装置を新た
に開発した。
（２）方 法
1) 実験装置
図 2.2.10 に実験装置の概要を示す。
被験者は図 2.2.11 のように椅子に腰掛け、被験者の背中に蛇行した塩化ビニルホースを当て、その中
に温水または冷水を電磁弁を切り替えて交互に流すことにより、背中に対して温冷負荷を課す。このよう
にすることで、被験者は体を動かすことなく腕に対する温水または冷水による刺激を受ける。
2) プロトコルと被験者
健常な被験者 5 名（男性 4 名、女性 1 名； 平均年齢 29.4±10.2 歳）に対して、図 2.2.12 のようなプロ
トコル①～③を行った。実験は食後 2 時間以上経過後に行った。温水と冷水の切り替え時の音をできる
だけ遮断するために被験者にはヘッドフォンを装着させた。使用した 2 種類の漢方薬の効能は図 2.2.13
のようなものである。
3) 計測量
図 2.2.11 のように、計測量は、心電図、左手第 3 指に対する連続血圧計（フィナプレス社製 ポルタプレ
ス）による連続血圧、および左手中指および左足親指の 2 箇所の脈波センサで計測した指尖光電脈波で
ある。データは A/D コンバータにより 1kHz のサンプリング周波数でパソコンに格納した。心電図信号と脈
波センサ信号は生体アンプ（BioPack 製 PPG100C）で増幅した。
4） 解析
解析法方法は２．２．２．１とほぼ同様である。 ただし、平均血圧と心拍数の間の線形性を表すコヒーレ
ンシィ関数を経時的に求めた。また、手脈波と足脈波による伝播時間 PTT の LF パワー(0.05-0.15Hz)比
（安静時間の値で規格化）手脈波と足脈波による伝播時間 PTT の VLF パワー(0.02-0.06Hz)比（安静時
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間の値で規格化）を求めた。この指標は、温冷水負荷時の末梢血管収縮・拡張作用が手脈波と足脈波で
異なる可能性があり、漢方薬の効果が現れやすくなるのではないかという予想で求めたものである。

電磁弁

温水
50℃

冷水
10℃

電磁弁

ポンプ

心電図
連続血圧
光電脈波

図 2.2.10 背中に対する温冷水負荷実験装置

計測量
心電図

心拍数変動 （HR）

（バイオパック社製 ECG100C）

連続血圧

平均血圧変動 (MBP)

（フィナプレス社製 ポルタプレス）

収縮期血圧変動 (SBP)

脈波伝播時間
(PTT)

拡張期血圧変動 (DBP)
手指尖光電脈波
足指尖光電脈波

脈波波高値 (PA)

（バイオパック社製 PPG100C）

図 2.2.11 背中に対する温冷水負荷実験の様子と計測量
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プロトコル
アンケート

・ 実験は食後２時間以上経過後
・ ヘッドフォンにて周辺音を遮蔽
服
用

安静 冷刺激 温刺激 冷刺激 温刺激
安静30分間 （4分間） （4分間） （4分間） （4分間） （4分間）
連続した３日間で下記のいずれかを行なう．
被験者毎に服用する順序を入れ替える．

① 加味逍遙散服用
② 黄連解毒湯服用
③ 服用なし（水の摂取のみ）
図 2.2.12 実験プロトコル

黄連解毒湯エキス顆粒

加味逍遥散エキス顆粒

【効能・効果】
比較的体力があり，のぼせ気味で，いらいらする傾向のあるも
のの次の諸症：
喀血，吐血，下血，脳溢血，高血圧，心悸亢進，ノイローゼ，皮
膚掻痒症，胃炎

【効能又は効果】
体質虚弱な婦人で肩がこり，疲れやすく，精神不安などの精神
神経症状，ときに便秘の傾向のある次の諸症：
冷え症，虚弱体質，月経不順，月経困難，更年期障害，血の道
症

【薬効薬理】
循環系に対する作用

【薬効薬理】

(1)脳卒中易発症ラット(SHR-SP)に飲水投与したところ，血圧上
昇が抑制された．心臓の血管炎の発現，心筋線維化，腎臓
の増殖性血管炎，壊死性血管炎及び糸球体病変に対して組
織学的な改善を示し，大動脈重量の上昇が抑制された．

.更年期障害に対する作用

(2)ラットに経口投与したところ，海馬での局所脳血流量(CBF)
が増加した．

(2)卵巣摘出ラットに経口投与したところ，LH-RHによる皮膚温
上昇が抑制された．

【作用機序】

(3)卵巣摘出ラットに経口前投与したところ，副腎皮質ホルモン
放出ホルモン(CRF)脳室内投与による自発運動亢進が抑制
された．

(1)卵巣摘出マウスに経口投与したところ，ストレス負荷によるペ
ントバルビタールナトリウム誘発睡眠時間短縮が抑制された．

(1)血小板凝集抑制作用
ヒト血小板において，コラーゲン，アドレナリン，ADP，STA2，
アラキドン酸による
血小板凝集及びATP放出を抑制し，トロンビン，ADP，STA2
によるPlatelet factor 4及びβ-トロンボグロブリン放出を抑制
した(in vitro)．
(2)抗炎症作用
IL-1β/TNF-α刺激ラット肝癌細胞において，NO産生を抑制
し，また，LPS刺激マウスマクロファージにおいて，NOの産生
を抑制した(in vitro)．

図 2.2.13 実験に用いた漢方薬の効能（添付文書より抜粋）
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（３）結 果
図 2.2.14 と図 2.2.15 は、漢方薬服用なし（飲水のみ）と漢方薬（加味逍遙散）服用ありのときの、それぞ
れある被験者（被験者番号 9、20 歳、女性）と別な被験者（被験者番号 8、42 歳、男性）の平均血圧-心拍
数間のコヒーレンシィ（１段目）と、平均血圧-心拍数間ρmax およびτmax（それぞれ２、３段目）の変化の時
系列を示したものである。いずれも、始めの 4 分までが安静であり、2 番目と 4 番目の線分で囲まれた部
分が冷水負荷、3 番目と 5 番目の線分で囲まれた部分が温水負荷の部分に対応する。これらの図から次
のことがわかる。
1)

図 2.2.14 では、漢方薬服用なしのときのρmax より、加味逍遙散服用ありのときのρmax の方が
高い。

2)

図 2.2.15 では、逆に漢方薬服用なしのときのρmax より、加味逍遙散服用ありのときのρmax の
方が低い。

3)

図 2.2.14 と図 2.2.15 ともに、ρmax はコヒーレンス関数の 0.1Hz 成分に対応し、漢方薬服用あ
りなしでその強さが大きく変わる。

4)

図 2.2.14 と図 2.2.15 ともに、呼吸性洞性不整脈に相当するコヒーレンス関数の 0.15Hz 以上
の成分も、漢方薬服用ありなしでその強さが大きく変わる。
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被験者９ （20歳・女性）

服用なし

加味逍遙散 服用

図 2.2.14 ある被験者の心拍数－血圧間のコヒーレンシィ（１段目）と、ρmax、τmax（それぞれ２、３段目）の
変化

被験者８ （42歳・男性）

服用なし

加味逍遙散 服用

図 2.2.15 別な被験者の心拍数－血圧間のコヒーレンシィ（１段目）と、ρmax、τmax（それぞれ２、３段目）
の変化
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図 2.2.16 から図 2.2.18 は、それぞれ血圧-心拍数間の最大相互相関係数 ρmax の変化、手脈波と足
脈波による伝播時間 PTT の LF パワー(0.05-0.15Hz)比（安静時間の値で規格化）、および、手脈波と足
脈波による伝播時間 PTT の VLF パワー(0.02-0.06Hz)比（安静時間の値で規格化）である。いずれも、始
めの 4 分までが安静であり、2 番目と 4 番目の網掛けの部分が冷水負荷、3 番目と 5 番目の網掛けの部
分が温水負荷の部分に対応する。
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図 2.2.16 血圧-心拍数間の最大相互相関係数 ρmax の変化

脈波伝播時間 LF power ratio (Arm/Foot)
3
服用なし
黄連解毒湯
加味逍遥散
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図 2.2.17 手脈波と足脈波による伝播時間 PTT の LF パワー(0.05-0.15Hz)比
（安静時間の値で規格化）
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図 2.2.18 手脈波と足脈波による伝播時間 PTT の VLF パワー(0.02-0.06Hz)比
（安静時間の値で規格化）

図 2.2.16 では、黄連解毒湯と加味逍遙散は同じように推移したが、服用なしのときの第 1 回目の冷水
負荷のときに、他と比べて有意に減少した。
図 2.2.17 では、服用なしと黄連解毒湯は同じように推移したが、加味逍遙散はあまり変化せず、第 2 回
の冷水付加のときに加味逍遙散よりも服用なしおよび黄連解毒湯は有意に上昇した。
図 2.2.18 では、加味逍遙散はあまり変化せず、服用なしと黄連解毒湯は冷水負荷のときに 2 回とも上
昇した。第 2 回目の冷水付加のときに加味逍遙散よりも黄連解毒湯は有意に上昇した。
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（４）考 察
図 2.2.13 の黄連解毒湯と加味逍遙散の効能を見る限り、黄連解毒湯が血液循環量あるいは血圧を抑
制し、加味逍遙散は血液循環量あるいは血圧を増大するような働きがあると思われる。いずれも循環動態
に影響を与える可能性がある。しかし、図 2.2.14 と図 2.2.15 のように、同じ加味逍遙散を服用したときと服
用しないときの血圧-心拍数間の線形相関性を表すρmax は、個人によって相反する結果が得られた。す
なわち、ρmax を指標とする限り同一の漢方薬が個人によって循環制御系に対し異なる作用をする可能性
があること示唆するものである。一般に、鍼灸や漢方薬には、心身の乱れた状態がある場合に対しそれを
正常に近づける作用があり、同一の刺激または服用が、ある場合には血圧を下げある場合には血圧を上
げることもありうると言われている。今回の例がそのような伝統的な解釈と符合する可能性がある。
図 2.2.16 から図 2.2.18 までの結果は、加味逍遙散の効果が、特に冷水負荷であっても循環動態を激
変させないような作用があることを示唆するものである。また、図 2.2.18 の結果は、服用なしよりも黄連解
毒湯が冷水負荷の影響を増大させる可能性があることを示唆している。これは黄連解毒湯が血液循環量
あるいは血圧を抑制するという冷水負荷時には生体に好ましくない効能に関係するものであると言える。
これに対して加味逍遙散の効能は血液循環量あるいは血圧を増大するような働きであり、特に冷水負荷
のときには生体に良い作用をする可能性があることを、図 2.2.18 は定量的に示すものであると考えられ
る。
（５）結 論
本研究では、５人の健常被験者を対象として、背中に対する温冷負荷実験を行い、効能が相反する 2
種類の漢方薬（黄連解毒湯と加味逍遙散）を与えた場合とそれらを服用しない場合について心拍数・血
圧・光電脈波を解析した。その結果、加味逍遙散の効果が個人によって異なる可能性があるものの、温
冷水負荷時での生理的パラメータの変化の相違と 2 種類の漢方薬の効能の違いが符合していることが示
唆されるような結果を得ることができた。
今後は被験者数をさらに増して、ここで提案された定量的な指標を見ることにより漢方薬の効果の客観
的評価が可能かどうか検討を続けるべきであると思われる。
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２．２．２．３ パルスドプラエコー法による橈骨動脈血流量の測定に関する研究
（１）背景
中医学、アーユルベーダ、チベット医学など伝統医学において脈診は重要な診断法として用いられて
いる。これまでにも脈診を圧センサなどの各種のデバイスを利用することにより客観化する試みがなされ
ているが、いまだその定量化は十分とはいえない。さらに、従来の研究では脈の触知を基本とする脈診の
性質から、体表面における皮膚の変位量に注目した研究が多く、橈骨動脈における血流量の変化が脈
診の結果にどの程度の影響を与えているのかについてはほとんど解明されていない。これらの原因のひ
とつには橈骨動脈における血流量の測定が技術的に困難なことが挙げられるが、脈診を正確に定量化・
客観化して統合医療の評価手法として用いるためには、体表面における皮膚の変位のみではなく、橈骨
動脈における血流量の変化を定量化するとともに、この血流量が脈診の結果にどの程度影響を与えてい
るかを明らかにする必要がある。
（２）目的
統合医療の評価手法として、脈診法の客観化のための基礎的なデータを得ることを目的として、健常人
の橈骨動脈拍動部位（通常脈診をおこなう部位）における血流量の個人差および経時的変化を超音波
診断装置を用いて定量化できるかどうかを検討した。
（３）対象および方法
健常人 6 人（28±4 才; 男 3 名、 女 3 名）を安静仰臥位とし、超音波診断装置（東芝製アプリオ）を用い
て、橈骨茎状突起から 1-2cm 頭側で安定して計測できる橈骨動脈の拍動部を測定部位とした。エコープ
ローベは 7.5MHz リニア型を使用し用手的に固定した（図 2.2.19b）。正確な血流量の定量化のため、橈骨
動脈に対して接触表面から血管を押し付けることなくドップラーアングルをかけられるように Water Bag Kit
®を装着して計測を行った（図 2.2.19a）。また、流速の測定誤差を極小にするため、ドップラーアングルは
60°未満に設定した。パルスドプラ法により得られた血流速度波形を 1 拍毎にトレースし、積分値（TVI ;
Time Velocity Integral）を得た。また、同周期における血管径も同時に測定し、TVI と積算することによっ
て一拍ごとの血流量を算出した（図 2.2.20）。測定では、はじめに 10 分間の安静としたのち、自然呼吸下
で 60 秒間の超音波診断装置による測定を行った。
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a)

b)
TOSHIBA
Water Bag Kit®

エコープローベ
（7.5MHz,リニア型）

実際の測定

図 2.2.19 計測に用いたエコープローベおよび橈骨動脈への固定

血管径を測定

橈骨茎状突起から2cm頭側で

橈骨茎状突起

一拍血流量

血管断面積
血管径
最大
血流速度

ドップラーアング
ルは60°以内

平均
血流速度

心電図
呼吸波形

一拍を測定、血流速度波形をトレースする

図 2.2.20 血流量の計測画面

39

（４）結果
観察期間の 60 秒間にわたり、橈骨動脈の最大血流速度および平均血流速度、橈骨動脈の血管径、
およびこれらの計測値から計算された一拍ごとの血流量を安定して計測することが可能であった。
図 2.2.21 に代表的な測定例を示す。この症例１（21 歳、女性）では、橈骨動脈の最大血流速度、平均
血流速度がともに 60 秒間の間で 3 回増減を繰り返しており、橈骨動脈の血管径、断面積ともに変化して
いた（図 2.2.21 a, b）。また、その結果として 60 秒間での血流量も一定ではなく、血流速度や血管径の変
化と同じ周期で変動が認められた（図 2.2.21c）。さらに、一拍血流量が最大、最小時における血流速度
の波形も異なっていることが観察された（図 2.2.21 d, e）。
これら 6 人の橈骨動脈血流量の変化を比較すると、60 秒間の観察時間のあいだの血流量はいずれの
被験者においても一定ではなく、各被験者それぞれで特定の周期（7 秒～38 秒）をもって血流速度波形
および血管径が変化し、その結果として一拍ごとの血流量が常に増減を繰り返していることが観察された
（図 2.2.22；黄線は平均血流量を表す）。
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図 2.2.21 橈骨動脈における血流速度、血管径および血流量の変化
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図 2.2.22 各被験者における一拍血流量の変化
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（５）考察
今回の結果から、安静時におけるヒトの橈骨動脈血流量は常に一定ではなく、１分間という短時間の間
でも増減を繰り返していることが明らかとなった。血流量の変化は心臓から拍出される血流と橈骨動脈測
定部前後の血管径や緊張度などの血管の状態、および末梢側の血管抵抗などによって影響を受ける。
今後の課題としては、この血流の変化の機序を明らかにし、また測定方法に問題がないかどうかを再度
検討する必要があると考えられる。また、今回の実験は実際の脈診の状況を踏まえて、自然呼吸下で（呼
吸統制をせずに）おこなっている。このため、呼吸のリズムは常に規則正しいわけではなく、時折深呼吸も
入る可能性もあることから、呼吸の変化が心拍出量などに影響を与えていた可能性も完全には否定でき
ない。このため、血流量の変化に対する呼吸の影響を明らかするために、呼吸統制下での実験を別にプ
ロトコルを組んでおこなう必要があると考えられる。
また、超音波診断装置を使用した実験に共通する問題点として、エコープローベと血管の位置が時間
の経過とともにわずかずつずれてしまう可能性があり、この場合は血管径や血流速度が実際の中心の値
よりも過小評価されてしまう可能性がある。今回は 60 秒間という短時間での計測であり、また肉眼的にも
明らかなずれは観察されなかったため大きな誤差の原因になった可能性は低いと考えられるが、エコー
プローベおよび被験者の手首の適切な固定方法についても今後の検討課題であると考えられる。さらに、
今回使用した機種の 7.5MHz リニアプローベでは血管径を測定できる精度が最小 0.3mm 程度であり、厳
密にいえばこの分解能の限界に起因する測定誤差が出る可能性も否定できないため、今後の実験では
より測定誤差を少なくする目的で 10MHz 以上の精度の高いエコープローベを使用することを検討する。
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２．２．２．４

鍼刺激による橈骨動脈（脈診部位）血流量の変化の検討

（１）目的
前述の実験により、超音波診断装置によって橈骨動脈血流を定量化できる可能性が明らかになったこ
とから、今回はより周波数の高い超音波プローベおよび血管トラッキング用ソフトウェア、および手首とプロ
ーベを固定するための専用固定具を用いて、健常人の鍼刺激前後の橈骨動脈拍動部の血流量変化を
検討した。
（２）対象および方法
健常人 6 人（年齢 34±3.7 歳; 男 4 名, 女 2 名）を安静仰臥位とし、超音波診断装置 ALOKA 社製
prosoundα10 を用いて、橈骨茎状突起から 1-2cm 頭側で安定して計測できる橈骨動脈の拍動部を測定
部位とした。心電図をモニターしながら拡張期から収縮期にわたる血管径および血流速度を測定用ソフト
ウエア e-TRAKING system（図 2.2.23）を用いて連続的に測定し血流量を求めた。同システムは、連続し
た血流速度を計測し、１拍ごとにその波形をトレースした積分値（TVI ; time velocity integral）を計算し、
血管径と積算することにより血流量を算出することができる。また、血行動態に対する呼吸の影響を安定
させるために、メトロノームを用いて呼吸統制（３秒間吸気、３秒間呼気）を行った。
エコープローベは 13MHz リニア型を使用した。エコープローベの位置を固定するためエコープローベ
固定用アームとホルダーを使用した（図 2.2.24）。10 分間安静としたのち、15 秒間の測定を 3 回くりかえし、
安定して測定できることを確認した後に測定を開始した。30 秒間の安静時測定に続いて、両側の太衝に
対して鍼刺激を行った。鍼刺激では、ステンレス製ディスポーザブル鍼灸針（セイリン株式会社；φ
0.16mm×40mm）を左右の経穴に垂直に深さ約 10mm まで刺入したのち、ただちに回転角 90 度以内の捻
転刺激を 18 秒間加えた。
橈骨動脈の平均血流量計測は、血流速度および血管径の測定区間は呼吸のリズムに合わせるため、6
秒の倍数にあたる時点から 6 秒間とした。安静時（鍼刺入 30 秒前）、鍼刺激直前（6 秒前）、鍼刺激終了
直後（6 秒後）、鍼刺激の 30 秒後の計 4 区間で平均血流量を求めた。各区間における被験者ごとの平均
血流量は、前後の区間における平均血流量との比較において t 検定による有意差検定をおこなった。
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図 2.2.23 血流量計測中の画面

図 2.2.24 橈骨動脈血流量の測定
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図 2.2.25 鍼刺激前後における橈骨動脈血流量の測定結果

（３）結果
血流量は鍼刺激直後に一度有意(p < 0.05)に減少したのち、刺激の 30 秒後には再び増加した（図
2.2.25）。グラフには示されていないが、血管径（収縮期、拡張期）も同様に、鍼刺激の終了直後
に減少する傾向がみられた。
また、被験者ごとに個別に血流量の変化を見た場合には今回実験に参加したすべての被験者に
おいて程度の差はあるものの安静時および鍼刺激直前と比較して鍼刺激直後では橈骨動脈血流量
が減少し、鍼刺激の 30 秒後には再び増加する傾向が認められた。また、安静時の橈骨動脈血流量
で見た場合には個人差による血流量のばらつきが大きいものの、鍼刺激の直後では 6 名中 5 名の
被験者で 0.2 mL / s / m2 以下まで血流量が大きく減少した。
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（４）考察
今回の実験では、太衝に対する鍼刺激によって橈骨動脈の血流量に変化が認められた。いままで、鍼
治療の効果を定量的に計測することは困難であったが、橈骨動脈の血流量は、鍼の効果を定量化する
場合の有力な指標となることが示唆された。伝統医学に於いて、手関節近くの橈骨動脈で脈診を行って
いるのは、同部位が身体の状態変化をよく表すためなのかもしれない。
今回実験に用いた計測システムでは、画面上に血流波形の概観が表示される。これをみると、鍼治療
により拡張期血流速度の上昇、手掌側に血液が流れる時間の増加、逆流波の減少傾向があるように見
受けられた。これらの血流波形の変化は、橈骨動脈よりも末梢の血管抵抗が減少し血流量が増加したこ
とを示唆している。
今回の実験結果は限られた数の被験者に対する実験結果の報告であるため、今後はさらに症例数を
増やすことで、より信頼性の高い測定結果の取得を目指している。また、心電図を同時に計測し、自律神
経の変化をとらえることで、血管運動に関わる自律神経活動の変化と超音波画像による血管径および血
流量の変化の関係が明らかになると考えられる。さらに、太衝以外の経穴に対する刺激や、経穴以外の
場所に対する刺激、プラセボ鍼の導入なども検討し、さらなる鍼治療の機序解明および脈診法の客観化
をベースとした評価手法の確立につなげていきたいと考えている。
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２．２．２．５

自律神経活動と心血管応答の動物実験による解析

（１）はじめに
鍼治療のような伝統医学に基づく統合医療の背景を、西洋医学の解剖学や生理学にあてはめる
のは困難であるが、鍼などで刺激される経路とその関連する経穴の多くは、主要な身体の神経経
路近くに分布しているとされている。血行力学的な循環動態は、交感、副交感からなる自律神経
系による制御によって維持されているが、心臓血管系システムへの外乱として、物理的刺激が付
加された場合には、生体システムのもつ血圧反射メカニズムによって心臓および血管系の機能が
変化する。前項で述べられた鍼刺激の前後における橈骨動脈血流量の変化も、このような自律神
経系を介した循環系への外乱ととらえることが可能であるが、ヒトを対象とした研究においては
主として倫理的な問題から薬物負荷あるいは外部ペーシングなどを用いて心臓血管系システムに
対してダイナミックな変動（負荷）を与え、詳細なメカニズムを検証することは極めて困難であ
る。さらに、前項の鍼刺激による橈骨動脈血流量の変化においては血圧反射メカニズムを介した
中枢における心拍出量の変化に加えて末梢での血管運動神経の関与が推定されるが、これらのパ
ラメータの相互関係および制御構造についてはまだ解明されていない点も多い。そこで本研究で
は、物理的外乱の入力による血圧変動と、血管系の脈波伝播特性との関係を解析し、循環系への
外乱に対する血圧反射メカニズムの解明を試みた。とくに、rapid pacing による心拍固定時に補
助人工心臓による血液循環補助を行うことによって血管系の圧反射メカニズムを調べることを目
的として、健常成山羊を用いて実験を実施し解析を行った。本研究で得られたデータの解析によ
って、自律神経活動が寄与する循環パラメータの変化は、
（a）循環動態変化時の脈波伝播速度計
測に基づいた血管系のスティフネスの変動の差違、及び（b）血圧変化に対する心拍変動の非線形
性によって示されることが明らかとなった。以下にこれらの概要をまとめる。
（２）

補助循環下における循環動態変化時の血管系スティフネス

1）補助循環下における血管系スティフネス計測の目的
健常の血液循環系においては、動脈圧反射系と心臓肺圧反射系は古典的なネガティブフィード
バックを受け、血管内に存在する圧受容器において感知された信号が脳へ伝達され、結果として
交感神経性及び副交感神経性の遠心性ニューロン出力が変化する。このフィードバック系は、心
臓血管システムのダイナミクスを、心拍数、心筋の収縮性、血管の弾性及び末梢抵抗において各
拍毎に制御し、各種外乱による状態変化の影響に干渉し、過大な変動を抑制している。生体の圧
反射機構については、これまで心拍数もしくは R−R 間隔、交感神経活動と拡張期動脈圧との自発
性または誘発性の変化との相関によるものがよく知られている。生体の圧反射を直接的もしくは
間接的に誘発する研究手法によって、圧受容器による反射機構とその循環動態に対する生理学的
影響が数多く報告されている。しかしながら、心臓から拍出する血流量変動に起因する血圧変化
に対する圧反射については、現実には連続した系である心臓血管システムにおいて区分して考慮
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することは困難であると考えられる。
本研究では、心室ペーシングにより心拍数を制御した条件下での人工心臓を用いた補助循環に
よる血流変化と血圧変化を調べ、血管系の機能の変動を定量的に示し、自律神経の関与による影
響を考察することを目的とした。補助人工心臓による循環補助は、重篤な心不全患者の血液拍出
機能の一部を人工的に代行するものであり、近年本邦でも日本製補助人工心臓の臨床試験が開始
されており、システムの外乱としての流量変化が及ぼす血行動態変化を心臓血管系に対する自律
神経系制御の影響を含めて考察することは、生体の統合システムを理解する上で非常に重要であ
る。このような外乱に対する影響は、圧反射を誘発する自律神経への直接的もしくは間接的な刺
激に対する応答としてとらえることができ、本研究課題である統合医療による生体システムの応
答を科学的根拠をもって説明することにつながるものであると考えられる。
２）補助循環下における血管系スティフネス計測の実験方法
本研究では、有効な拍動補助を行うべく、現在、東京大学と東北大学をはじめとする多施設共
同研究によって開発研究を進めている揺動型補助人工心臓（Undulation Pumping Ventricular
Assistance Device；UPVAD）を用いて動物実験を実施した。補助循環システムと実験方法の概要
は以下のごとくである。
i. 血管系スティフネス計測のための循環補助装置
本研究で用いた補助人工心臓は、内部に揺動型ベーンを有する回転型駆動構造を持つ血液ポン
プで、東京大学において設計開発されたものである。その特長として、(a)ポンプ血液室内を揺動
するベーンで仕切る構造を持つこと、(b)回転型駆動構造を持つが容積型の拍出形態が可能で、し
たがって脈動及び間歇もしくは連続的血液駆出ができること、が挙げられる。これまで東北大学
加齢医学研究所における健常成山羊を用いた性能評価実験では 3 ヶ月以上 6 例の慢性実験におい
て有効な血液循環補助が行えることが示されている。
ii. 健常成山羊による補助循環モデルの作成
体重 59kg の健常成山羊（メス）を用いて、左室補助循環モデルを作成した。補助人工心臓は、
麻酔導入挿管後 2.5%フローセンにて麻酔を維持し、左第 5 肋間での開胸下で心尖部脱血−下行大
動脈送血として吻合し、人工心臓血液室及びモータ本体は左季肋部に固定した。モータ駆動ケー
ブルは経皮的に体外に設置された駆動回路に接続した。血液室流出部には逆流防止弁(Jelly-fish
弁)が挿入され、ポンプ停止時の大動脈吻合部からの心室への逆流がないよう補助循環経路を設定
した。人工心臓の駆動は外部からの信号入力により回転数制御を行った。なお、本実験において
は、駆動制御は一定回転数入力とし、連続流モードによる循環補助を行った。

49

iii. 心室ペーシングによる心拍数制御
健常成山羊において、心拍の変動を制御するため、左前下行枝近傍の左室自由壁心筋に一対の
電極を留置し、ペーシングを実施し心拍数を制御した。ペーシングは埋込型ペーシングユニット
（CMP Corp, MCMS-010）により行い、ユニットの制御時には経皮的に接続されたコントローラに
より 180BPM に設定した。
iv. 計測及び実験方法
補助人工心臓は、埋め込み手術直後からポンプ駆出量 2.5L/min となるよう回転数を設定し、総
循環量に対して約 35−50％の循環補助を行う実験条件とした。左心室圧および下行大動脈圧は、
血圧トランスデューサ（Fukuda Denshi, CDX-Express）により取得し、ポリグラフ（Fukuda Denshi,
MCS-5000）により信号増幅した。また、大動脈基部流量を超音波血流計（Transonic Systems Inc,
TS-420）によって計測した。ポンプによる駆出流量は、送血側カニューラにおいて電磁血流計
（Nihon Koden, FF-130）を用いて計測し、これらの計測値は、四肢誘導による心電図とあわせて
デジタルレコーダ（TEAC, LX-10）にサンプリング周波数 1kHz で記録した。血管系スティフネス
の計測パラメータとして、心電図 R 波による心収縮開始点から下行大動脈で計測される脈波の
foot に至る時間から脈波伝播時間を計算し、駆出時の脈波伝播速度を算出し、補助循環条件及び
固定心拍数条件下での血管系脈波伝播特性を比較検討した。これらの計測は、術後 1 週間を経て
開始し、すべての計測は概ね午後 3 時から 4 時にかけて立位（四肢による正常立位）において実
施した。

３）補助循環下及び固定心拍数条件下での脈波伝播時間の変化
i. 補助循環による血圧上昇と心拍数変動
連続流型補助人工心臓を用いた循環補助時には、図 2.2.26 に示すがごとく、人工心臓による血
流補助によって動脈血圧が上昇し、それに伴って心拍数が有意に低下した（Control;人工心臓非
駆動時＝106.4±9.4 bpm、VAD(+)；人工心臓による血流補助時＝92.2±10.2 BPM ,n=5、P<0.001）。
すなわち、ペーシングによる人工的な心拍設定がない場合には、動脈圧と心拍数は負の相関を示
した。なお、図 2.2.26 はこれらの条件における平均値の遷移を示したものである。
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図 2.2.26 補助人工心臓による循環補助による血圧上昇と心拍数変動

ii. 心室ペーシングによる固定心拍による補助循環下の血圧—脈波伝播時間関係への影響
補助人工心臓による循環補助によって血圧上昇が引き起こされた場合の動脈圧—脈波伝播時間
関係は、図 2.2.27 に示すがごとく正の相関を示した（n=3）。なお、図 2.2.27 のデータは各条件
下の平均値を示したものである。この現象は心室ペーシングによる固定心拍での循環動態におけ
る動脈圧—脈波伝播時間関係においても同等な特性を示した。したがって、人工的循環補助による
動脈圧の上昇が脈波伝播時間の延長を来たし、すなわち脈波伝播速度の低下を引き起こすことが
示された。しかしながら、心室ペーシングを負荷し、一定の心拍と設定した場合には、脈波伝播
時間の延長する割合がより大きく、脈波伝播速度の低下率は非ペーシング時（25％）に比して、
心室ペーシング時には 35％と高値を示した。これらの結果は、人工心臓による循環補助による動
脈圧上昇時には、大動脈における血管緊張の度合いがより低減される傾向があることを示してお
り、とくに心拍数低下による心拍出量の減少が充分に達成されない場合には、血管のヤング率が
低下することによって動脈圧の過大な上昇が抑制されていることが示された。
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図 2.2.27 心室ペーシングによる固定心拍(Rate controlled)による補助循環下の
血圧—脈波伝播時間（PTT）時間変化の違い

４）補助循環による血圧上昇と血管系スティフネスの変化
上述のごとく、人工的循環補助による血圧上昇時に脈波伝播時間が延長することは、脈波伝播
速度が低下することを示し、したがって血管スティフネスが低減されていることを示唆している。
生理学的には心臓に対する副交感神経系の支配は時定数の小さな非常に速い制御系を構成してい
ることが知られており、一般に動脈圧上昇に対する圧反射によって心拍数の低下が引き起こされ
る。この事象は、図 2.2.26 に示す動脈圧—心拍数関係から本実験における山羊においても得られ
ており、補助人工心臓による循環補助に起因する圧上昇による心拍抑制効果がよくわかる。この
現象に基づいて、固定心拍条件下での脈波伝播時間の延長すなわち血管スティフネスの低下を考
えれば、これらの血管系の血行力学的特性変化は血管トーヌスによる調整によるものと考えられ
る。血管の自律神経支配を含めた神経性調節は、交感神経活動及び副交感神経活動の相互作用と
対抗的調整効果によるものであり、本研究においては血管系を制御する神経活動レベルの直接計
測を行っていないことから、血管系に対する平滑筋細胞への効果器作用に至るまでこれらの結果
に基づいて結論づけることはできない。しかしながら、固定心拍条件下でより顕著な血管スティ
フネスの低下が得られたことは、圧反射による自律神経活動を受けて血管トーヌスが変化するこ
とを示しており、このことから生体本来のシステム外からの外乱信号の影響によって、自律神経
支配を受ける血管系自体も特性が変化することが示唆される。
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（３）補助循環下での圧感受性の解析
１）循環補助下での圧感受性解析の目的
動脈圧の変化は、頚動脈洞と大動脈弓に存在する圧受容体によって感知されることが知られて
いる。圧受容体からの信号は、脳幹の心臓血管制御中枢で集積され、交感神経及び副交感神経の
賦活化および対抗的調整がなされる。また圧受容体は、心機能変化と交感神経活動の調整によっ
て短時間に動脈圧を変化させる。これらの動脈の圧反射は、血圧調整のための急性期および慢性
期の血圧変化を引き起こす初期段階のメカニズムであり、動脈圧のネガティブフィードバックに
よって行われるものである。一方、圧反射の感受性（baroreflex sensitivity: BRS）は血圧の変
化に対する心拍数の変動として定義される。圧感受性は、心臓血管系の制御プロセスを反映し、
心臓および血管の自律神経支配の評価を可能とするものであり、したがって、臨床上は慢性心不
全を来した患者の管理において重要な指標であるとされている。重篤な心不全患者においては、
圧受容体刺激に対する自律神経活動への反射的な反応が著名に低減されることが知られており、
この圧感受性が低値を示す場合には、心筋梗塞や心不全の予後は不良であることが予測されうる。
また、慢性心不全では、特徴的な過剰な交感神経活動の賦活化と副交感神経活動の低下によって、
自律神経のアンバランスが引き起こされることが知られているが、これらの自律神経活動の変化
は病態の増悪、予後の不良と深く関係しているといわれる。このように、圧感受性の評価は心不
全患者での病態生理を診断するのに有効な手段となりうる。
補助人工心臓は、重症心不全の治療として血行力学的な支援を行う人工臓器であるが、補助循
環による心機能の回復の可能性はこれまでの様々な臨床経験からも示唆されている。これらの有
効性の根拠は、心室容量負荷を低減させることとそれに伴って起こる血漿中の神経ホルモン、サ
イトカインの減少、心房性ナトリウム利尿ペプチドの減少が関係しているとされる。補助循環に
よるこれらの血行力学的容量負荷の低減は、心臓移植待機患者においても充分な心機能の改善を
来すことが報告されているが、これらの機序と、先に述べた心不全患者の圧感受性の回復可能性
については未解明である。そこで本研究では、補助人工心臓による循環補助下での健常成山羊の
圧感受性のメカニズムを解析し、血圧上昇との交感神経及び副交感神経活動の関係を調べた。
２）循環補助下の健常成山羊の圧感受性解析の方法
本研究では、体重 59kg の健常成山羊（メス）を用いた。補助人工心臓には、前項に示した揺動
型補助人工心臓を用いて麻酔導入及び埋め込み手術を行った。本研究の圧反射解析は、術後 1 週
間をおいて計測を開始し、1 ヶ月間のデータ取得により行った。計測は日中午後 2 時から 4 時ま
での間に行い、すべて覚醒下で実験を実施した。圧感受性を調べるため、補助人工心臓による血
液拍出補助下および非補助下においてボーラスでアドレナリン受容体アンタゴニストである塩酸
メトキサミン（0.04mg/kg）を静注し、動脈圧を増加させた。
心電図及び血圧波形は、デジタルレコーダ（TEAC,LX-10）によって 1kHz のサンプリング周波数
で記録した。RR 間隔及び大動脈圧変動は、3 次スプライン関数を用いて補間し再サンプリングを
行い、それぞれ周波数解析を行った。図 2.2.28 及び 2.2.29 は心拍変動と動脈圧変化を示したも
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のである。心拍変動（heart rate variability; HRV）は、周波数解析によって約 0.3Hz の高周波
成分（HF）及び約 0.1Hz の低周波数成分（LF）を主成分とする要素に分解した。この HF は副交感
神経活性を示し、また LF は交感神経及び副交感神経の相互活性を意味するとされ、交感神経対副
交感神経のバランスは LF/HF の比として示すことができる。圧感受性は、メトキサミン投与前後
における動脈圧変動とそれに対応する RR 間隔（RRI）に対する線形回帰直線の傾きによって表し
た。
３）メトキサミン投与による血圧上昇と補助人工心臓駆動による自律神経活動の変化
メトキサミン投与によって、補助人工心臓による循環補助時には 97.40 ± 3.01 mmHg から 127.02
± 3.87 mmHg へ上昇し、また非補助時には動脈圧は 95.02 ± 2.91 mmHg から 120.02 ± 3.78 mmHg
へと増大した。また心拍数は、動脈圧の上昇に伴い、補助人工心臓駆動時には 75.01 ± 8.39 bpm
から 49.48 ± 4.60 bpm へと低下し、非補助時には 81.51 ± 11.54 bpm から 57.27 ± 5.70 bpm
へ低下した。
高周波成分は図 2.2.31 に示すがごとく、補助人工心臓駆動時に高値をとり、LF および LF/HF
は循環補助時に低値をとる傾向が見られたが、統計的な有意差はみられなかった。反射性の徐脈
は、循環補助時および非補助時においても明らかに観察されたが、循環補助時によりその効果が
大であった。圧感受性は、図 2.2.30 に示すがごとく循環補助下において 1.60 ± 0.30 msec/mmHg
を示し、非補助時（0.98 ± 0.22 msec/mmHg）と比して高値をとった（n=5、p<0.05）。

図 2.2.28 (a) メトキサミンのボーラス投与による心拍と動脈圧変化（コントロール）
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図 2.2.28 (b) メトキサミンのボーラス投与による心拍と動脈圧変化（補助人工心臓駆動）

図 2.2.29 (a) 心拍及び動脈圧のパワースペクトル（コントロール）
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図 2.2.29 (b)

心拍及び動脈圧のパワースペクトル（補助人工心臓駆動時）

図 2.2.30 人工心臓駆動時（with UPVAD assistance）の圧感受性上昇
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図 2.2.31 メトキサミン投与下における圧感受性指標の比較

４）循環補助による圧感受性の差異と自律神経活動の影響
本研究では、圧感受性はメトキサミン投与による動脈圧上昇と RR 間隔変化の線形回帰直線の傾
きとして算出したが、循環補助下において、この圧感受性指標は有意に増加した。メトキサミン
による動脈圧上昇の機序は、血管収縮と動脈の圧受容体刺激による副交感神経の遠心性ニューロ
ンを賦活化することによる RR 間隔の延長によって説明される。心臓の圧反射は主として副交感神
経の遠心性伝導系を介して行われるが、交感神経の活性化と副交感神経活動の抑制を来す交感神
経副交感神経の対抗的相互作用による影響も考慮する必要がある。補助人工心臓を用いた循環補
助下においては、心臓に対する副交感神経の賦活化がより大きい可能性が示唆された。これらの
結果から、循環補助下において動脈の圧感受性は、血管壁の力学的特性変化と血管トーヌスの上
昇によって変化する可能性が考えられた。本研究においては、揺動型補助人工心臓を用いた循環
補助によって、圧感受性が改善し、したがって自律神経機能をも活性化される可能性があること
が示されたが、このことは統合医療による外乱の入力によって血管系へ影響を及ぼす自律神経活
動に介入することができるだけでなく、心臓血管系の循環動態の改善自体が圧感受性の上昇も含
む機能変化を引き起こす可能性があることを示唆していると考えられた。
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（４）まとめ
統合医療においては、鍼治療に代表されるように血行力学的には直接的な入力を行わずに、高
血圧時の血圧低下作用を得うることが様々な研究者および臨床家らによって報告されており、さ
らに近年では fMRI などの新しい画像診断技術を用いて、これらの現象のメカニズムが次第に明ら
かとなりつつある。本研究では、循環生理学的観点から心臓血管系を支配する自律神経系の影響
を考慮し、補助人工心臓を用いた循環補助下での血圧変化による血管トーヌスへの影響を脈波伝
播速度解析により明らかにした。これらの実験結果から、鍼刺激などの手段を用いて自律神経活
動に対して間接的に影響を与えることによって、結果として心臓及び血管系を支配する制御系に
外部から介入できる可能性が示された。この結果は前項で述べられた鍼刺激による橈骨動脈血流
量の変化のメカニズムの一端を動物実験レベルにおいて明らかにするものであり、先端医工学技
術を駆使した実験解析によって科学的根拠に基づいた統合医療の有効性と有用性を定量的に評価
しうる一例であると考えられた。
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２．３ ナノセンサ・マイクロセンサの統合医療への適用手法の開発

２．３．１ 調査の背景と目的
東洋医学の分野において経穴(ツボ)に鍼灸針を刺入することで様々な治療・予防が可能であり、広く
施行されている。しかし、このような鍼灸・漢方を中心とした統合・代替医療において、その医学的な効果
判定に関する客観的・定量的な研究はほとんど行われていない。マイクロ・ナノマシニング技術に代表さ
れる微細加工技術を駆使することで、従来用いられている鍼灸針の大きさや形状をほとんど変えずに新
たな機能を付加することを試みた。MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)iii技術を用いて作製した直
径 125μm の極細径光ファイバ圧力センサを、鍼灸針を加工し搭載することや、鍼灸針表面に非平面
MEMS プロセスを行うことで微細な電極パターン、電気化学センサなどを作製し深部加熱刺激や化学的
計測が可能なインテリジェント鍼を作製する。現在までに、試作した光ファイバ圧センサを用いた、筋肉組
織圧変化を定量的に評価するためのシステム評価を行うとともに、非平面 MEMS プロセスを用いて針表
面にマイクロヒータおよび電気配線微細パターンを形成し、精密な深部加熱刺激ができる鍼灸針の開発
を行った。これらにより今後、統合医療の医療効果を科学的・定量的に評価するための有効な手段とする
ことできると期待される。

２．３．２ 調査内容
２．３．２．１

圧センサ搭載インテリジェント鍼に関する研究

（１）目的
半導体微細加工技術を応用した MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）技術を用いて作製した直
径 125・m の光ファイバ先端に搭載された圧力センサを鍼灸用の鍼に搭載し、挿入時や治療中の組織圧
力を定量的に測定することで治療効果を正確に把握することが可能になると考えられる。また筋肉内での
組織圧の変化は S. Konno らや、例えば筋区画症候群でも説明されている。緊張した筋肉に鍼による筋膜
破壊を行った際の定量的な評価や、コリの治療前後の評価にも有効と考えられる。治療中の組織圧と治
療の効果の相関を明確にできれば、新たな治療方法の提案も可能になる。
（筋区画症候群 compartment syndrome：前腕や下腿では強固な筋膜で区画された間隙，すなわち
compartment 内の組織圧が上昇し，神経や筋肉への循環不全が起こり，これら神経，筋肉などの重篤な
機能障害が生じる。骨折，挫傷，薬物中毒，火傷，激しい運動などによって起こる。出血，浮腫が閉ざさ

iii

ＭＥＭＳ：Micro Electro Mechanical Systems(微小電気機械システム)の略。集積回路を作るために用いられ
るフォトリソグラフィーやエッチング、接合などの微細加工技術をさらに発展させ、電気回路ばかりでなく小さ
な機械要素(マイクロな構造体、センサ、アクチュエーター)を作る技術に関するもので、圧力センサや車載用の加
速度センサ、インクジェットプリンターヘッドなどに既に広く使われている。
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れた compartment 内で起こり，内圧が上昇し，その結果虚血が生じるものである。したがって当該部に腫
脹，筋肉の緊張があれば，compartment syndrome を疑い，神経症状が発現すれば直ちに筋膜切開を行
う。「南山堂医学大辞典第 18 版 Promedica(CD-ROM)」より引用）
（２）方法および結果
当該研究では光ファイバ圧力センサをニードルに挿入、固定し擬似的に組織圧変化を観察した。光フ
ァイバ圧力センサのシステムを図２．３．１に示す。

図２．３．１

光ファイバ圧力センサシステムの概要
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センサは，クロム薄膜によるハーフミラーが形成された直径 125 μm のグレーデッドインデックスマル
チモード光ファイバ端面に、直径 120μm のミラー兼ダイアフラム構造体を接合した構造で、Fabry-Perot
干渉計(Fabry-PerotInterferometer: FPI)を構成している。センサ部分に加わる圧力によってダイアフラム
がたわみ、ミラーとハーフミラー間の光路差が変化するため、干渉した結果得られる戻り光が変化する。
つまりセンサは、圧力により変化するミラー間の距離(キャビティ長)を光の干渉を用いて計測することで、
圧力変化を測定する。
組織圧計測のために、光ファイバ圧力センサを注射針内に固定し、擬似的な組織としての点滴バック
に注射針を刺す。外部から点滴バックに力を加えた際の圧力変化を観察した（図２．３．２）。点滴バックに
挿入された光ファイバ圧力センサは光カプラーを通して分光器に接続されている。分光器に入射された
波長を PC に接続し、自作の検出プログラムにより圧測定する（図２．３．３）。点滴バックに圧力を加えるこ
とで、約 30mmHg の圧力変化が測定可能であった（図２．３．４）。
更に、光ファイバ圧力センサ（直径 125μm）を搭載するために、直径 300μm の鍼灸針を切削加工した
（図２．３．５）。今後、圧センサをこの鍼に設置し圧センサ搭載型の鍼を用いて、鍼灸治療時の組織圧変
化の測定を行い、定量的な効果の評価を行う予定である。

検出

組織に刺す

注射針
組織圧

圧力センサ

光ファイバ
図２．３．２

ニードルへの圧センサ搭載の様子
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PC

分光器

白色光源

Fiber Coupler

光ファイ
バ

加圧

点滴用
パック
圧力センサ内蔵注射針

図２．３．３

組織圧測定システム
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図２．３．４

計測結果

A
φ300μm(鍼)
sect A－A’
A’

φ125μm
(圧センサ)

図２．３．５

加工した鍼（φ300μm）と断面、および圧センサ搭載時の概念図
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２．３．２．２

非平面 MEMS プロセスによるインテリジェント鍼の形成に関する研究

（１）目的
非平面計上試料に適用可能な半導体微細加工技術（以後、非平面 MEMS プロセスと称す）を用い、鍼
灸鍼表面および鍼先端部に微細な多層電極パターン、電気化学センサなどを作製し電気的な計測が可
能なインテリジェント鍼の実用化について可能性を探る。また、計測とは逆に刺激信号を鍼の先端から出
力することで、定量的に経穴を刺激するインテリジェント鍼について実用化の可能性を探る。これからのイ
ンテリジェント鍼の実現は、鍼治療において定量的な評価と効果に大きく貢献するものである。
従来の鍼治療の一種として、鍼の端部に付けたもぐさを燃やすことにより経穴（ツボ）を加熱する方法が
ある。この治療法は燃やしたもぐさの輻射熱による患部の加熱と鍼刺激を同時に行うことで効果を促進す
るものである。しかし、患部が深部にある場合（例えばお尻など）は、燃やしたもぐさの輻射熱は届かない。
また、鍼の材質であるステンレスは熱伝導率が小さく、鍼先端を十分に温められない。
当該研究においては、鍼灸用の鍼に適応させた非平面 MEMS プロセス技術の確立、および鍼表面に
熱刺激を与えることができるマイクロヒータの作製を行った。

50um

50um

φ300um

100um

20mm

図２．３．６

10mm

マイクロヒータ搭載型鍼の概略図

（２）方法および結果
本研究で試作するマイクロヒータを図２．３．６に示す。直径 300μm の鍼灸用の鍼表面に、50μm のヒ
ータ用電気配線が 100μm ピッチで 20mm 形成される。更にその配線には電源接続用の電極パッドが形
成される。作製フローを図２．３．７に示す。
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①絶縁層（Si02またはフォトニース）を成膜

レジスト

絶縁層
ステンレス針
②レジストをスプレーコートで塗布

Cuめっき
レジスト

⑥Cuめっき（Ptをシード層として）

③ヒーター部をレーザー露光でパターニング
⑦リフトオフ Pt／Ti

④Pt／Ti

をスパッタリング Pt／Ti
⑧絶縁処理

図２．３．７

マイクロヒータ搭載型鍼の作製フロー

直径 300μm のステンレス製の鍼の表面に電気的絶縁膜を成膜する（図２．３．７-①）。鍼表面に感光性
有機材料であるフォトレジストを円周方向に対し均一に塗布する。スプレーコートを用いることで、表面へ
の均一塗布を実現している（図２．３．７-②）。レジストが塗布された鍼を、X-Y 平面と回転ステージが組み
合わされた精密 X-Y-θステージに設置し、直径 50μm に絞られた紫外光を照射しながらステージを制
御する。つまり、ヒータの設計通りに一筆書きでパターンをなぞることで、ヒータ部を形成する（図２．３．７③）。ヒータ材料には Pt/Ti を用い、それぞれ 30nm/70nm を円周方向に均一な厚さで成膜する（図２．３．
７-④）。その後、ヒータ部をレジストで保護し（図２．３．７-⑤）、Pt/Ti を Cu の電解めっきのための下地電
極として使用し、配線部に Cu をめっきする（図２．３．７-⑥）。レジストを除去後、鍼表面に絶縁薄膜をコー
ティングする（図２．３．７-⑦、⑧）。 上記のフォトリソにおける作製途中の鍼を図２．３．８に示す。今後配
線部を Cu めっきにより作製し、まず熱電対が埋め込まれた生体ファントム（寒天）にヒータ搭載型鍼を挿
入し、ヒータの発熱特性を評価する。また、鍼に熱電対も設置しておくことが可能で、実際に経穴（ツボ）
へ本デバイスを適応した際の組織局部の発熱効果も評価する。
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レジスト
ヒータ部

配線部

Pt/Ti
図２．３．８

作製途中の鍼（ヒータ部、および配線部には Pt/Ti が成膜されている）
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２．３．３ 考察
（１）圧センサ搭載インテリジェント鍼に関する研究についての考察
本実験では、鍼治療における筋肉組織圧変化を定量的に評価するためのシステム評価を行った。
MEMS 技術を用いて作製した光ファイバ圧力センサを疑似組織に見立てた点滴バックに挿入し、
30mmHg 程度の圧力変化が測定可能であった。更に、微少な圧力変化測定が必要な場合は、光ファイ
バ先端のダイアフラムの厚さ、直径などを最適設計することで、適応が可能である。今後、実際に生体組
織に挿入し、圧力変化を計測する実験が必要となるが、緊張した筋肉に鍼による筋膜破壊を行った際の
定量的な評価や、コリの治療前後の評価など、今後の統合医療の定量的な解明に有効であると考える。
（２）非平面 MEMS プロセスによるインテリジェント鍼の形成に関する研究についての考察
当該研究期間では主に直径 300μm という細径な非平面形状のサンプルに対する MEMS プロセス技術
を確立した。非平面 MEMS プロセスを用い、マイクロヒータ搭載型鍼の試作を試みた。ヒータ部は Pt/Ti
を用い、50μm のライン&スペースという微細な加工を実現した。また、このヒータ部の作製技術は電気化
学的な電極形成技術にもつながり、今後幅広いインテリジェント鍼の応用へつながる成果と考えられる。
２．３．４ 参考・引用文献
（１）筋肉内での組織圧の変化に関する既存研究
S. Konno, S. Kikuchi, Y. Nagaosa, “The Relationship Between Intramuscular Pressure of the Paraspinal
Muscles and Low Back Pain,” Spine, Vol. 19, No. 19 (1994), pp. 2186-2189
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３． 調査研究成果の発表状況（全体）
（成果発表の概要）（調整費充当領域分）
1. 原著論文（査読付き）

３報 （筆頭著者： ２報、共著者： １報）

2. 上記論文以外による発表

国内誌： １報、国外誌： ０報、書籍出版： ０冊

3. 口頭発表

招待講演： １回、主催講演： ３回、応募講演： ２回

4. 特許出願

出願済み特許： ０件 （国内： 件、国外： 件）

5. 受賞件数

０件

1. 原著論文（査読付き）
1)

Norihiro Sugita, Makoto Yoshizawa, Makoto Abe, Akira Tanaka, Takashi Watanabe, Shigeru Chiba,
Tomoyuki Yambe, Shin-ichi Nitta: Evaluation of adaptation to visually induced motion sickness based
on the maximum cross-correlation between pulse transmission time and heart rate, Journal of
NeuroEngineering and Rehabilitation, 4(35), 2007

2)

Hiroshi Oyamada, Atsuhiko Iijima, Akira Tanaka, Kazuhiko Ukai, Haruo Toda, Norihiro Sugita,
Makoto Yoshizawa, Takehiko Bando: A pilot study on pupillary and cardiovascular changes induced
by stereoscopic video movies, Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 4(37), 2007

3)

Norihiro Sugita, Makoto Yoshizawa, Akira Tanaka, Ken-ichi Abe, Shigeru Chiba, Tomoyuki Yambe
and Shin-ichi Nitta: Quantitative Evaluation of Effects of Visually-Induced Motion Sickness Based on
Causal Coherence Functions between Blood Pressure and Heart Rate, Displays, 29: 167-175, 2007
2. 上記論文以外による発表
＜国内誌（国内英文誌を含む）＞

1)

吉澤 誠，関 隆志，杉田典大，阿部 誠，田中 明，金野 敏，川田 浩，山家智之，仁田新一：工
学的アプローチによる統合医療の評価―自律神経系指標ρ max の適用例―. 統合医療 4(1/2):
60-64(2007)

＜国外誌＞
該当なし
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3. 口頭発表
＜招待講演＞
1) 仁田新一：これからの統合医療像，日本ホリスティック医学協会 20 周年記念シンポジウム基調講演，
2007.11.10
＜主催・応募講演＞
1) 吉澤誠, 杉田典大, 阿部誠, 田中明, 山家智之, 仁田新一：循環制御における心拍数調節と血管
抵抗調節の役割分担，計測自動制御学会システム・情報部門学術講演会，2007.11.27
2) 吉澤誠：統合医療の医工学的評価と今後の展開―鍼が循環系に及ぼす影響の制御工学的解釈―，
第 11 回日本代替・相補・伝統医療連合会議・第 7 回日本統合医療学会合同大会 2007 in 松島，
2007.12.1
3) 仁田新一：文部科学省振興調整費プロジェクト「統合医療の科学的評価」，第 11 回日本代替・相補・
伝統医療連合会議・第 7 回日本統合医療学会合同大会 2007 in 松島，2007.12.1
4) 関隆志：統合医療実現のストラテジー 伝統医学を骨格とした統合医学医療の創設，第 11 回日本代
替・相補・伝統医療連合会議・第 7 回日本統合医療学会合同大会 2007 in 松島，2007.12.1
5) Nakamaru T, Miura N, Fukushima A, Kawashima R. A somatotopical relationship between cortical
activity and reflexological stimulation: an fMRI study. 14th Annual Meeting of the Organization for
Human Brain Mapping, Melbourne, Austraria, June, 2008

4. 特許出願
出願・公告等の日付

「発明の名称」

発明者氏

出願人名

名
1)

該当なし

2)

5. 受賞件数
該当なし
6. その他の主な情報発信（一般公開のセミナー、展示会、著書、Ｗeｂ等）
該当なし
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特許等の種類・番号

資料編
生体情報の収集解析に関するニーズと技術動向（要約）
１．わが国における代替医療の現状
（１）わが国のおかれた状況
相補・代替医療（ＣＡＭ）は、いまや世界中で利用されている。日本は、伝統的な医療文
化を背景にして、漢方・鍼灸をはじめとして、サプリメント、健康器具利用など代替医療の
「利用大国」である。しかし、誤った利用による健康被害や不具合が、社会問題化している
ことも事実である。すなわち、わが国の相補・代替医療は、
「玉石混交」状態にある。
したがって、今後は、相補・代替医療の効果・安全性、さらには経済性などを科学的・客
観的に評価し、現代医療との適切な組みあわせの中で、有効な臨床事例を重ねてゆくことが
求められている。しかるに、日本の相補・代替医療あるいは統合医療に関する本格的な調査
研究は、最近、ようやく始まったばかりであり、米国に遅れること１０年、予算規模は米国
の 1～２％程度である（米国３８０億円に対し、日本は５億円）
。中国や韓国でも統合医療の
専門大学が出来ており、日本だけが統合医療研究の「東西のはざま」に落ち込んだ「相補・
代替・統合医療に関する研究小国」となっている。わが国でも緊急に調査研究に取り組む必
要がある。
相補・代替・統合医療関連の国の調査研究費の日米比較
百万円
40000
35000
30000
25000
20000
米国
日本

15000
10000
5000

日米の代替医療の研究費比較
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2 0 0 5年

2 0 0 4年

2 0 0 3年

2 0 0 2年

2 0 0 1年

2 0 0 0年

図１

1 9 9 9年

1 9 9 8年

1 9 9 7年

0

（２）代替医療（ＣＡＭ）の市場規模
表１に、我が国の統合・代替医療産業の市場規模を示す。２００４年の時点において２兆
４０００億円規模であり、いわゆる「健康食品」が大きな比重をしめている。
表１

わが国の代替医療（ＣＡＭ）の市場規模推計（2004 年）

大分類

分野

食事・栄養に関するＣＡＭ

市場規模（億円）

健康食品

６４９２

手技・トリートメントに関 鍼灸・マッサージ

２２２０

するＣＡＭ

柔道整復

１５３７

カイロプラクティック

１８７３

クイックマッサージ

１８０７

リフレクソロジー

８００

アロマテラピー

３２９

タラソテラピー（海洋療法）
その他療法に関するＣＡＭ

心理療法、カウンセリング
ホメオパシー

３４
２００
２４

運動療法

３８００

温泉療法および関連市場

４３８０

漢方薬

１１１１
合計
（参考）

２４６９７
医薬品

６５２５３
（出典）矢野経済研究所資料より

わが国における漢方薬の市場規模を表２に示す。医療用、その他（一般用および配置用）
あわせて１０３０億円の市場規模であり、医療用が全体の全体の８５％を占めているのが大
きな特徴である。
表２
医療用
その他
合計

漢方製剤等生産金額の推移（単位：百万円）

１９９５年 １９９６年 １９９７年 １９９８年 １９９９年 ２０００年 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年
125,929 109,277
91,640
81,839
84,920
80,600
82,023
85,160
85,764
87,562
20,086
18,667
17,855
16,369
16,718
17,553
16,342
15,902
15,388
15,484
146,015 127,944 109,495
98,208 101,638
98,153
98,365 101,062 101,152 103,046

（出典：薬事工業生産動態統計年報より）
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（３）患者のＣＡＭ利用実態
①ＣＡＭ利用経験
図２に、患者のＣＡＭ利用経験調査ivの結果を示す。 過去一年間における受診率では、い
わゆる西洋医療が７３％と最も高いが、代替医療の中では、サプリメントや栄養剤（あわせ
て９割）が最も多く、健康器具・機械（１６％）、漢方薬（１８％）、あんま・マッサージ・
指圧（１４％）
、はり・きゅう（７％）と続いている。

図２

患者の医療経験（西洋医療を含む）（複数回答）

②ＣＡＭの利用理由
患者がＣＡＭを選択した理由を、以下に示す（図３～図６）
。

図３
iv

はり・きゅうを選択した理由（複数回答）

未来工学研究所「健康と医療に関するアンケート」（2007 年 4 月、有効回答数 1603 人）より
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図４

図５

（保険がきかない）漢方を選択する理由（複数回答）

あんま・マッサージ・指圧を選択する理由（複数回答）

図６

サプリメントを選択する理由（複数回答）
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③ＣＡＭの有効性および安全性に関する患者の主観的評価
ＣＡＭの効果および副作用についての利用者（患者）の主観的評価は、今回のアンケート
結果からは２つのグループに分かれる。
すなわち、はり・きゅうについては、効果ありと判断する比率が高いと同時に、副作用あ
りとする回答も他のＣＡＭよりは高い傾向にある。一方、はり・きゅう以外については、や
や効果は落ちるが、副作用も少ないという判断がなされている（図７）
。
ただし、これはあくまでも利用者（患者）の主観的判断であり、治療行為別の効果・副作
用の実態をそのまま反映しているとは限らない。
（ここでは、保険のきく漢方ときかない漢方、
およびサプリメントと栄養ドリンクは、同じグループとして集計している）

図７

v

ＣＡＭの有効性および安全性に関する利用者・患者の主観的評価v

未来工学研究所「健康と医療に関するアンケート」（2007 年 4 月、有効回答数 1603 人）より作成。
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２．統合・代替医療における生体情報
（１）東洋医学における生体情報と診察法
伝統医療・代替医療においては、（患者の）生体情報は、全人的（ホリスティック）な視
点から活用されている。たとえば、東洋医学における「問診」や「舌診」、鍼灸における「触
診」など、患者の生体情報を様々の観点から読みとり、診断する手法として定着している。
東洋医学、とりわけ漢方医学においては、患者を診察する方法として、望診（視診）、聞診
（聴嗅診）、問診（問診）、切診（触診）がある（表３）。切診には、「脈診」と「腹診」があ
る。脈診とは患者の脈をとって診察するものであり、漢方では、三脈と称し、寸口、関上、
尺中にそれぞれ人指し指、中指、薬指をあてて診察する。腹診は患者を仰臥位とさせて腹部
を触診する方法である。

図８

三脈

これらの診察方法は、現代医療においても、特に内科系の初診の際にはほぼ同じようなこ
とが行われているが、その目的および背景となる医学知識体系はかならずしも同じではない。
表３

漢方における４つの診察法

診察法

内容

望診（ぼうしん）

患者の血色、体つきの強弱、舌の状態などを見る

聞診（ぶんしん）

声、咳、呼吸音などの音を聞き、さらに口臭や体臭の匂いなどを嗅ぐ

問診（もんしん）

患者の話を聞き、また本人の自覚症状などを聞き取る

切診（せっしん）

脈やお腹の状態を見るなどして患者の体に直接触る

鍼灸では、経穴 （けいけつ）と呼ばれる部分を刺激する。経穴 とは、
「気と血」のエネル
ギーの通り道である経絡上にあって、気血の出入りし、経絡が合流したり分枝したりする経
絡状の重要なところである(図９)。一般的には「ツボ」と呼ばれる。熟練した鍼灸師が触診
すると、微細な陥凹部としてとらえられる。鍼灸で診断や施術をする重要な部位であるが、
これまでの現代医学では、経穴あるいは経絡は、科学的にエビデンスがないということにな
っていたが、近年は、見直しの機運が起こっている。
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図９

経絡経穴図vi

一方、味覚に対しては五味（酸っぱい、苦い、甘い、辛い、塩辛い）があり、その好みに
より病証を探るということがなされている（表４）。
表４
五味
酢

五味と五臓のつながり

主な作用

五臓とのつながり

酸味：血液の流れをさらさらにする作用

「肝」を養い、血を貯え、血流量をコン
トロール

苦

苦味：炎症をおさえる作用

「心」を養い、舌、顔色に反映

甘

甘味：調和、補う作用

「脾」を養い、消化吸収や栄養物、水分
を全身に運ぶ

辛

辛味：発散作用と循環をよくし温める作用

「肺」を養い、皮膚、鼻に反映

鹹

鹹味（塩辛み）：ものを和らげ、潤す作用

「腎」を養い、骨に反映

（２）各種セラピーと五感
現代人は様々の（精神的・肉体的）ストレスに囲まれて生きており、ストレス解消のため
の様々のサービスが利用されている。とりわけ、「ヒーリング」や「癒し」といった名前で、
様々のストレス解消、リラクゼーションが大きな市場を形成している。それらの多くは、な
んらかの形で五感の回復・刺激・リフレッシュメントを目的としている。

vi

矢野忠「統合医療

基礎と臨床」より
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表５は各種ヒーリング・セラピーと関連する五感をまとめたものである。アロマテラピー
のように嗅覚（香り）という単一感覚を扱うものから、園芸療法や海洋療法（タラソセラピ
ー）のように、触覚・嗅覚・視覚など五感を総動員する形での療法まで多様である。
これらは単に「五感に心地よい」といった主観的な効果だけでなく、アロマテラピーに見
られるように、香りの化学的成分（抽出物あるいは揮発性成分）が人体に及ぼす効能もある
が、これらの作用機序は、これまで必ずしも十分な科学的解明がなされてきたわけではない。
最近ようやく客観的な評価研究がはじまったばかりである（図 10）
。

表５

各種セラピーと五感

五 感

アロマテラピー

海洋療法

園芸療法

森林浴

音楽療法

視 覚

―

○

◎

◎

―

聴 覚

―

△

―

○

◎

味 覚

―

△

○

―

―

触 覚

―

○

○

○

―

嗅 覚

◎

○

○

◎

―

その他

―

◎

◎

◎

○

40
35

前

後

30
25
20
15
10
5
0
前

１回目

５回目

８回目

図１０ がん患者に対するアロマテラピーの身体面のスコア改善効果（ＱＲ）
（今西、2006）
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（３）ナラティブ・アプローチ
東洋医学における「問診」の役割は、西洋医学のそれと比べると、はるかに大きな意義を
もっている。患者と医療者の間の「語り」について、臨床社会学の立場から、ナラティブ・
アプローチあるいはナラティブ・セラピーということが提唱され、
「語り」の重要性が再評価
されつつある。
すなわち病気（健康）を、医療者の立場から「治療・治癒」すべきものとして客観的にと
らえる立場（従来の西洋医学のスタンス）と、病気の意味を、患者の視点からとらえなおそ
うとする立場である。そこでは、患者の当面の症状だけでなく、患者自身の生活、人生にお
ける位置づけ、さらには病気の社会的・文化的意味にまで立ち入って考えようとするアプロ
ーチである。すなわち病気は、多様な階層からなる「物語り」として語られるのである。

図１１

病気（健康）に対する２つの視点vii

ナラティブ・アプローチの世界では、患者と医師・セラピストは、平等な立場で一緒に物
語りを作ることになる。そこでは、患者に対する医者の優越的対応（いわゆる「パターナリ
ズム」）は、排除することが求められるviii。

vii

野口祐二「ナラティブの臨床社会学」より作成。以下同じ。
患者の話を聞きだす点で精神分析と似ているが、セラピスト・医師と患者の関係はまったく異なる。もちろん
セラピストや医師の専門性を排除するものではなく、専門知識は不可欠の要素である。

viii
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図１２ ナラティブ・セラピーの３つのアプローチ
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３．生体情報に関する計測・解析技術動向
（１）生体情報の広がり
一般的に西洋医療では、患者からの生体情報としては、顔色、皮膚、呼吸などの状態から、
血液、尿採取などによる生体検査データ、あるいはレントゲンやＣＴなどによる身体内部の
生体情報が対象となっている。最近は、分子レベルでの新しい検査・分析（プロテオミクス
など）が可能となってきた。

分子レベル
遺伝子
タンパク質
腸内細菌
血液（血流・血圧・心拍）
尿・涙・唾液・その他体液
発汗・発熱
呼吸・体臭
顔色・皮膚
覚醒・睡眠（生体リズム）
筋肉（こり・しこり）・運動パタン
脳機能・内臓機能
自律神経系
気分・情動・情動

組織・器官
レベル

個体レベル
図１３

生体情報の広がり

生体情報の計測技術は近年、急速に進歩し、図 11 に示すような様々の計測技術・手法が実
用化されている。

○疾病マーカー・バイオマーカー
＋

○バイタルセンサー（心電図、血圧計、血液・尿成分）
運動センサー（アクチグラフ他）
ガスセンサー（体臭）
生体リズム連続計測
＋
○脳機能計測
＋
○ナノテク、ＭＥＭＳの応用（超小型化・インテリジェント化）
○遠隔計測（テレモニタリング）
図１４

生体情報と計測手法
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（２）バイオマーカー
米国ＦＤＡによる定義では、バイオマーカーとは「生物学的プロセスや病理学的プロセス、
あるいは治療に対する薬理学的な反応の指標として客観的に測定・評価される項目」である
とされている。
臨床分野におけるバイオマーカーの具体的な例として心電図、PET の画像、
血清化学物質、
血液中の自己抗原、骨密度測定、肺機能試験、新生児のアプガースコアなどがあげられ、診
断、病期分類、病態指標、介入による臨床反応のモニターや予測など に使用されているix。
近年、特にプロテオミクス（プロテオーム解析）が着目されている、すなわちタンパク質同士
の相互作用を明らかにし、新規に発見されたタンパク質の機能を推定する手がかりにもなる。タ
ンパク質間相互作用を解明するために、これまで多くの手法が考え出された。新しく開発された
方法にはマイクロアレイ、アフィニティークロマトグラフィー、質量分析法などがある。

1D/2D 電気泳動法による
タンパクの分離

イメージの捕捉
（Image acquisition）

サンプル調製
イメージ解析
（Image analysis）

データベース探索

スポットの採取
（Spot picking）
MALDI-TOF MS 分析

図１５

ix

ゲル内での消化
（In-gel digestion）

マススペクトルを利用したプロテオーム解析の流れ（大澤、2005）

日本ＴＤＭ学会ＨＰより引用。

81

代替医療においては、治療と同等あるいはそれ以上に、予防あるいは未病診断が重視され
ている。その際、未病診断あるいは疾病予防のためのＣＡＭの効果を検証するために、様々
のバイオマーカーが大きな役割を果たすと期待されている（図１６）
。

図１６

未病診断と疾病予防マーカー（吉川）

最近話題になっているのが、ORAC（活性酸素吸収能力あるいは抗酸化能）である。ORAC
とは Oxygen Radical Absorbance Capacity の頭文字であり、1992 年に米国の National
Institute on Aging（国立老化研究所）で開発された。日本語では活性酸素吸収能力と呼ばれ、
食品などに含まれる種々の抗酸化物質（カテキン、フラボノイド、ビタミン E など） の抗酸
化能力（機能性）を分析する方法である。また、親水性と親油性の抗酸化能力を分別定量で
き、食品やサプリメントの抗酸化能力を科学的に分析する 基準として、世界的に用いられる
ようになってきている。アメリカにおいては、ORAC 値を表記した食品が多く上市されてお
り、消費者にその食品がどの くらいの抗酸化力があるかを具体的な数値で表しているx。
サプリメントだけでなく、漢方生薬のＯＲＡC 値を分析することにより、効能の一部が客
観的に評価できるものと期待されている（慶応大学渡邊他）
。

x

財団法人食品分析開発センターＨＰより引用。
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（３）バイタルセンサ
代替医療が対象とする症状は、慢性疾患やメンタルヘルスなど、治療前後だけでなく、ふ
だんからの心身状態の把握が不可欠である。
一方、血液（血圧・血流・心拍）、呼吸、運動状態などのバイタルデータ（生体情報）を
24 時間連続的に計測することは、患者にとっての負担が大きい。
そこで患者に負担をかけずに連続計測が可能な超小型（携帯）バイタルセンサが近年あい
ついで開発されている（図１７）
。

・自覚症状
・身体的活動度
・行動
・生理学的データ
緊張型頭痛患者におけるcomputerized EMAの応用例
140
120

ｳｪｱﾗﾌﾞﾙ･ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

100
80

headache
negative mood

60
40
20
0
4/14

図１７

4/15

4/16

4/17

4/18

4/19

4 /20

4/21

4 /22

連続計測が可能な小型バイタルセンサ（久保木、2005）

体内にセンサを取り込む方法はいくつかあるが、最近注目を集めているものに、
「カプセル
型内視鏡」がある。小型カメラを内蔵したカプセル状の内視鏡で口から飲み込んだカプセルが消
化管を通過しながらその内部を撮影し、肛門から排出される。日本では、オリンパスとアールエ
フが開発・実用化を進めている。

図１８ カプセル型内視鏡（オリンパス）
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（４）「ココロ」の計測・解析技術
統合・代替医療は、身体と精神を一体的に扱う医療である。一方、近年の脳科学や医工学
の進展により、人間の「ココロ」の領域を解明する技術や診断法があらわれている（図１９）
。
脳機能

電磁気的変化

EEG （脳波）
MEG（脳磁場）

代謝活動変化

MRI （核磁気共鳴）
PET（陽電子断層像）
NIRS（遠赤外分光計測
または光トポグラフィー）

神経伝達物質

アドレナリン、ドーパミン、セロトニン他

その他生体反応

血圧・心拍・呼吸・発汗・瞳孔反応・音声・動作など

図１９

人間の「ココロ」の動きに関わる生体情報xi

①脳科学
人間のココロに関わる科学技術領域は、多岐にわたる。歴史的には、生理学、心理学の分
野での研究（感覚・知覚心理学、大脳生理学など）が先行してきたが、近年の科学技術の進
歩をベースに、新たな研究段階に入りつつある。
具体的には、脳科学の研究を支えてきた脳波計（ＥＥＧ）に加えて脳磁計（ＭＥＧ）、ｆ
MRI（機能的磁気共鳴画像）、ＮＩＲＳ（光トポグラフィー）などの非侵襲型の医用画像機器
（ＭＥ）の発達があげられる（表６）。特に、ｆMRI は、脳の活性化状況（脳内の血流分布
状況）をリアルタイムで把握できるため、人間（患者）の精神活動や情動にかかわる脳の活
動を客観的に観察・測定することが可能となってきた。
臨床においては、患者の平常時あるいは治療中・治療前後の感情・情動の変化を科学的に
解明し、診断に応用することがはじまっている。
表６
計測技術
ＥＥＧ（脳波）

原

脳機能計測技術

理

長

所

頭部表面での電位変化 時間分解能が良い

短

所

空間解像度が低い

（ＥＥＧ）の変化を計測
ＭＥＧ（脳磁場） 頭 部 表 面 で の 磁 束 密 度 時間分解能が良い

装置が巨大

（ＭＥＧ）の変化を計測

ｆＭＲＩ

脳神経活動に伴った局所 時間・空間分解能が良 視野の制限
の脳血流変化を計測

い

動作音によるノイズ

ＮＩＲＳ（光ト 近赤外光により頭部表 装置が小型

大脳表面しか計測でき

ポグラフィー）

ない

xi

面の血流を計測

環境影響が少ない

栗木一郎「脳機能計測技術の進展」映像情報メディア学会誌（2006.11）他参照。
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米国シリコンバレーのベンチャー企業 NeuroSky 社は、EEG（脳波）を用いたコンシュー
マー市場向けユーザー・インターフェースの開発を行っている。ゲームや音楽再生プレーヤ
ーなどの消費者向け家電を当面のターゲットとして、前頭葉が発する情動系 EEG4 種類（ま
どろみ、覚醒、集中、不安：

今後、5 種目の快感も加えたいとしている）を独自に開発し

た乾式単一センサー（NeuroGear）と様々なノイズを除去するソフトウェアライブラリ
（eSense）を組み合わせた製品である。今後は、ソフトを組み込んだ ASIC としてインテリ
ジェント・センサ化を予定している。

NeuroSky
ThinkGearTM
Dry Sensor

図２０

米国で開発された簡易型脳波計（米国 NeuroSky 社）

②音響と脳機能
音響が人間に与える影響を継続的に研究してきたのが、大橋力である。代表的な研究とし
て「ハイパーソニック・エフェクト」の研究があげられる。彼は 1983 年に日本音響学会で、
人間の可聴域上限とされる 20kHz よりも広域まで聞き分けられると発表。1991 年にオーデ
ィオ・エンジニアリング・ソサエティ（ニューヨークで開催）にて、超高周波音が脳波α波
を活性化させ、聞き手の心地よさを高めることを発表し、
「ハイパーソニック・エフェクト」
と名づける。
ハイパーソニック・エフェクトとは、バリ島のガムラン音楽のように可聴域上限 20kHz を
はるかに超えた 100kHz にもおよぶ超高周波成分がみちびく①脳基幹部の活性を回復させ脳
波α波を増大させる生理反応、②音をより耳あたりよく心地よく感じさせる心理反応、③音
をより大きな音量で聞こうとする行動反応、などの総称である（図２１）。おそらくバリ島で
はこの効果が日常的に利用されており、バロン（獅子）の面の裏に付けられている鈴から連
続して発する超高周波が、演じ手をトランス状態に導く仕掛けとして作用していることが推
測されている。ＣＡＭのひとつに音楽療法があるが、音楽（楽曲、歌唱など）のもつ心理生
理的効果を客観的に測定する手法への応用が考えられるのではなかろうか。

85

図２１ 超高周波を聴く脳の活性化の様子xii

③音声パタンと人間の情動
人間の喜怒哀楽などの感情や情感を音声パタン解析から推測する技術が開発されている。
ＡＧＩの光吉俊二が独自に開発したヒトの音声パタンによる感情（喜怒哀楽）分析プログ
ラムでは、「感情は人の主観、内観によって付与されるラベルと考え、これにより、生理動
因を持つ情動（生理反応）と、認知影響によりラベリングされる感情（認知ラベル）があり、
この二つの心的作用の関係から、感情の基本問題が起きると仮説を立て、情動が脳の辺縁系
などの反応に由来し、ヒトの主観同士でもあまり揺らがない基準となり、音声から固定され
た基本周波数とパワーによる判定ロジックでロバストに検知できると考えた。
（中略）音声の
感情発話のメカニズムから、言葉内容が影響しない非言語での音声感情分析（VEA）システ
ムを構築した。
」xiii

xii

『Inaudible High-Frequency Sounds Affect Brain Activity: Hypersonic Effect』TSUTOMU OOHASI、EMI
NISHINA 他,2000, The American Physiological Society

xiii

ＳＧＩのホームページより引用。
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図２２ 音声と情動の構造モデル（光吉）

図２３

情動計測の脳・生理学モデル（光吉）

現在、光吉は、独立行政法人 NＩCT との共同研究において、脳科学・生理学との連携研究
を開始し、脳と ST（Sensibility Technology）の関係から感情のメカニズム解明と生理指標
との基準化・科学検証を進めている。
また、人間の情動変化に応じて空間の条件（照明、香り、音楽など）がインタラクティブ
に対応する Room Render というシステムを開発している(図２４)。現在は、主にオフィス
空間をイメージしてデザインされているが、家庭や病院、ケア・リハビリ施設などでの応用
も十分考えられる。
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音声パタンによる感情分析

（出所）AGI Inc.

図２４

人間の感情に反応して変化する空間（Room Render TM）

臨床応用としては、治療（最中・前後）やリハビリテーション、あるいは平常時（非診療
時）における患者のココロの状態を、連続的な音声パタンから計測し、治療効果測定あるい
はＱＯＬ評価のための補助的ツールとして使うことも考えられる。
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（５）エンハンスメント技術
最後に、統合・代替医療の未来形として、あるいは医工学、アンチエージングなどの延長
線上にあるものとして、人間能力の増進＝エンハンスメントに関わる技術の展望を行う。
最新技術を駆使した人間の身体への増進的介入（エンハンスメント）が急速に現実のもの
になりつつある。いまやハイテク義足の陸上ランナーが好記録を残す時代であり、心臓ペー
スメーカー装着者は３０万人以上、人工眼内レンズは年間１００万件以上の手術実績がある。
日本が突入する超高齢化社会においては、身体機能を補完や増進する技術は、医療福祉や介
護といった領域にとどまらず、社会全体を支える必要不可欠な技術となろうとしている。し
かしながら、身体に関わる先端技術の社会的受容条件は未踏の分野であり、患者・利用者側
の科学知は皆無に等しく、社会的ルールづくりもこれからの問題となっている。

図２５

マッスルスーツxiv（TM）と白内障用眼内レンズ

未来工学研究所が 2007 年 11 月に実施した「カラダの未来に関するアンケート」
（有効回
答 1180 名）では、治療や身体機能の回復に関わる技術（義手・義足、ペースメーカー、人工
感覚器など）についての許容度（利用を認める率）は高いのに対し、身体機能を通常よりも
増強する狭義のエンハンスメント技術については、許容度が低い（図２４参照）
。なかでも「デ
ザイナーベイビー」や「ドーピング」については、ほとんどの人が否定的である。男女差の
ある技術としては、
「ピアス」
「美容整形」
「アンチエージング」については、男性よりも女性
の方が許容度が高い傾向にある。総じて、技術の安全性が高いほど、許容度も高くなる傾向
にあるが、技術の認知度と許容度には、ほとんど相関がないことも判明した。
現状では、ほとんどのエンハンスメント技術は、研究者・開発者主導で研究開発が進めら
れているが、最近は、利用者（患者、障害者、高齢者など）のニーズを反映した研究開発も
一部で行われている。今後は、エンハンスメント分野においても、医療コミュニケーション
分野で言及したような利用者と専門家をつなぐさまざまの媒介者（コミュニケータ、アドボ
xiv

東京理科大学工学部・小林宏研究室
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ケータなど）の存在・育成が不可欠となってくるものと思われる。媒介者に求められる資質・
スキルとしては、医療福祉や生体工学などの専門知に加えて、臨床心理学、臨床社会学さら
には MOT（技術マネジメント）や社会技術分野のノウハウが重要になってくるxv。

人工筋肉
（障害者）
+31
義足・義手
ペースメーカー
+54
+31
人工網膜
向精神薬 人工声帯
+45
治療
+17
+5
筋力サポート
ＤＢＳ
+17
人工弁 +34
+28
育毛剤
+12

否定的

‐100

0

‐50

アンチ
眼内レンズ
エージング
+10
+21
人工内耳
+10

肯定的

+50

出生前診断
‐4

ドーピング
‐115

デザイナーズベビー
‐113

向精神薬
遊び
ピアス スーパー視力
‐42
‐12
‐26
カラーコンタクト
‐45

美容整形
‐26
スーパー筋肉
‐25

（出典）未来工学研究所「カラダの未来・アンケート」（2007年11月）、 1180人回答
「許容度」：+200（最大値）からー200（最小値）

図２５ エンハンスメント技術の社会的受容性

xv

未来工学研究所「生活者の視点からの科学知の再編集と実証的活用に関する研究」（ＪＳＴ平成 19 年度研究）
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