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ゴールド・キューピッドとは
お年寄りに寄り添うプロフェッショナル健康請負鍼灸師

Gold-QPD鍼灸師ができることは、

学校法人後藤学園中医学研究所所長
一般社団法人老人病研究会常務理事

兵頭  明（ひょうどう・あきら）
日本医科大学名誉教授
新宿漢方クリニック院長
一般社団法人老人病研究会会長

川並  汪一（かわなみ・おういち）

１）初対面の思いやりあふれる応対で
　　お年寄りの心を開き身体の不都合などを容易に聞き取ります。
２）独特の三焦鍼法がもの忘れ・イライラ・暴力・徘徊をストップさせ、
３）忘れた家族の顔を思い出し笑顔をとり戻し冗談が分かるように導きます。
４）補足の刺鍼で疼痛、尿漏れ、嚥下障害、不眠など多彩な訴えに対処し、
　　日常の生活動作を向上させ、生きる楽しみを生み出せるよう尽力します。
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大 学研究所から街ぐるみ活動への助走

飛 躍への第一歩は文科省事業

　共著者の一人川並が日本医科大学老人病研究所に勤務中、当時の社団法人老人病研究会から共同事

業の話が持ちこまれました。5～6 名からなる委員会を毎月開催し半年以上の討議の末、社団法人老人

病研究会の活動を法人の事務所のある老人病研究所（川崎市中原区）の近隣に絞り込むことにしまし

た。まず当初は、小杉 1 丁目町会、つきやまサロンとの交流でした。当時の研究所の大学院生を連れ

て、毎月第 3 木曜日の昼休みにお年寄り相手の座談会を開催しました。20 人程度のあつまりで、その

度に「夏の肺炎」などの話題を提示し話を進めました。和気あいあいとした雰囲気で質問入りの座談

会が終わると、会員が準備してくれたお昼を頂戴しました。お味噌汁、漬物、おにぎりなどの味が今

でも思い出せます。

　やがて座談会活動に中原区老人クラブ連合会が加わり、健康講座や健康体操の開催そして区民祭に

出向いたりし、武蔵小杉エリアの再開発との関係で川崎市経済労働局との関係も深まってゆきました。

　武蔵小杉近傍の市民と専門家諸氏（医師会、社会福祉協議会、街づくり委員会、川崎市健康福祉局、

学校法人日本医科大学と同武蔵小杉病院）との話し合いを重ね合意を得た結果、老人病研究所（川並所

長）は文科省戦略的基盤研究社会連携研究事業“認知症街ぐるみ支援ネットワーク”の助成金（2007

年～ 5 年間）を獲得するに至り、2007 年末に武蔵小杉キャンパス南館に認知症相談センターを設立し

認知症よろず相談を始めました。

街ぐるみ認知症相談センターの役割

　無料で行うセンターでのよろず相談（現在の責任者：北村伸神経内科教授）では臨床心理士３名、一

般社団法人老人病研究会の出向者 5 名と事務員 3 名が対応しています。これまでに来訪者は約半数が

家族同伴で、地元中原区を中心に川崎市全域からの来訪者が 80％を占めます。来訪者はまず簡単な面

談の後、タッチパネルという認知度簡易測定器（浦上式）で認知能を測定します。問題のある来訪者

に限り専門の臨床心理士が別室でカウンセリングといくつかのテストを行います。その後、ご家族を

交えて今後の対応を相談し担当の家庭医、ケアマネジャー、専門医療機関などへ報告書を発送し治療

ないしケアに取り掛かって頂くことになります。現在までに約 4700 人が相談にみえました。経過観察

としてその後は、遅くとも半年後に再度来訪して頂くことになります。現在も患者家族、包括支援セ

ンター、ケアマネジャー、介護・リハビリ施設までを含む多職種間のネットワークを広げながら密接

な情報交換を進めています。過去 7 年間にわたり、近隣のお年寄りの歳によるもの忘れから軽度認知

障害、そして本格的認知症までを詳細に追跡調査しつつあります。ここで得られたデータは、健常な

高齢者から認知症発症に至るまでの医学情報の宝庫となり、将来必ず大きな役割を果たすものと信じ

ます。　　　　　NHK ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ製作 DVD,2010 ［健康と明るい未来へ；街ぐるみ認知症相談センターの活動］

特 別 寄 稿   Special Contribution
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認 知症国際フォーラムの開催 : 中医学との遭遇

【Ⅱ】“認知症に東洋医学が挑む；漢方と鍼灸による治療”

場所：川崎市中原区武蔵中原駅前　“エポック中原”　日時：2009 年 10 月 31 日（日）

総合司会　宮川泰夫アナウンサー

パネリストと話題

１）兵頭明先生（後藤学園中医学研究所・所長）：鍼灸によるお年寄りの QOL 向上

２）韓景献先生（天津中医薬大学教授第一附属病院長）：認知症の鍼治療に関する研究

　文科省助成金をもとに、世界中で実践中の認知症患者さんの実態とその対応法を知る目的で 2 度に

わたる認知症国際フォーラムを開催しました。

【Ⅰ】“ひとりで悩まない認知症～予防・診断・治療と理想の街ぐるみネットワーク～”

場所：東京国際フォーラム・ホール B7　日時：2008 年 12 月 21 日 ( 日 )

合計 1400 名の聴衆がご来場くださいました。

総合司会　川並汪一、田村あゆち

１）武者利光先生（東工大名誉教授）“脳波解析”で経時的測定が重要

２）石井賢二先生（東京都老人総合研究所附属診療所 ･ 所長）アミロイドイメージングにより“早期

　　発症前診断”について

３）田平武先生（国立長寿医療センター研究所・所長）“認知症予防をめざす経口ワクチン”について

４）太田成男、大澤郁朗両教授（日本医科大学老人病研究所）が老化を防止する水素分子の抗加齢効

　　果について発表した。

午後の部「市民による街ぐるみ認知症ケア」

総合司会　宮川泰夫　本間昭（東京都老人総合研究所・研究部長、認知症ケア学会理事長）

１）北村伸先生（武蔵小杉病院神経内科）“ひとりで悩まない ! 市民のための街ぐるみ認知症相談セン

　　ター（川崎市）”について

２）柿沼矩子代表（劇団「SOS」）“近所で支え合う ! 人に優しいまちづくり”の寸劇

３）大谷るみ子代表（大牟田市認知症ケア研究会）が“認知症になってもだいじょうぶ！　徘徊模擬

　　訓練と絵本教室”を発表した。

４）Wilhelmina Hoffman 所長（スウエーデン・シルビアホーム・国立リハビリセンター長）“高齢者

　　医療を社会全体で支える”国民が安心できる状況を紹介し

５）Lieve Van de Walle 先生（ベルギー・Geel 市 OPZ リハビリテーション主任）が“家族的な共同

　　生活で支えるフォスターケアプログラム”を歴史的宗教的な背景から話し、“理想の街ぐるみ認知

　　症ケアとは”のパネルデイスカッションを展開し閉幕した。

認 知症国際フォーラムの開催 : 世界の現状把握

特 別 寄 稿   Special Contribution
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認 知症ケアを認知症キュア対策に向ける

　２度の認知症国際フォーラム

結果に刺激され、社団は中国伝

統医学（中医学）の鍼灸と漢方生

薬治療の理論と効果について討

議しました。その結果、認知症の

今後の課題として“ケアに留ま

らず是非とも認知症キュアに移

行すべきである。”との意見で一

致し模索を始めました。

　国際フォーラムで、東洋医学

とくに中国伝統医学（中医学）が

貢献できることを理解したこと

で、まず三焦鍼法を主体とした

鍼治療の試みを開始しようと決断したのです。

　認知症 Gold-QPD 育成講座は具体的には、ブロンズコースで認知症の西洋医学（神経内科、精神科）、

介護福祉の授業、鍼灸は三焦鍼法（中国天津中医薬大学韓景献教授）の徹底教育を行うことにし、接

遇法と三焦鍼法の理論と実技トレーニングをさらにシルバーコースで学びます。その後高齢者施設で

入居者一人当たり 12 回の施術（週 1 回最短 3 カ月；1 クール）を最低 5 クール実修をし、所定の試験

に合格して Gold-QPD 資格認定証を授与することにしました。本年で第 5 回目の開講の時期を迎えま

す。

特 別 寄 稿   Special Contribution

３）張允嶺先生（北京中医薬大学教授東方病院院長）：認知症の中医薬（漢方）治療

４）水上勝義先生（筑波大学医学部精神科准教授）：認知症の抑肝散治療

５）秋葉哲生先生（慶応大学客員教授）：漢方は認知症を救うか

まとめ：

中医学には鍼灸治療と漢方治療がある。中国伝来のクコ（枸杞）が長寿の薬とされ日本に漢方が伝統

医学として根付いたこと（秋葉）、わが国では現在は保険適用の漢方エキス剤が一般的である。わけて

も“抑肝散”（幼児の疳の虫治療薬）が認知症の周辺症状の緩和に役立つことが明らかにされた（水

上）。中国で行われる認知症の早期診断と認知症に対する本流の漢方生薬による効果（張）が示された。

また、韓景献教授は三焦鍼法を介して認知症患者の QOL を改善し脳神経細胞の再生を促す可能性を

示唆し認知症に鍼治療が有効であることを発表した。一方日本の鍼灸師たちは、高齢者の病気の改善

と老化による QOL 低下を抑え向上させる鍼灸治療を施している現状（兵頭）を発表した。翌月 11 月

18 日（日）に NHK 教育テレビ“日曜フォーラム”にて 1 時間の放映があり多くの反響を得た。

韓景献先生の三焦鍼法デモンストレーション
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三 焦鍼法の効果に対する科学的証左

　三焦鍼法の提唱者である韓景献教授は

現在天津中医薬大学教授であり、中国中

西医結合学会神経科委員会会長です。著

者の一人（川並）は過去３年にわたり特

別講演演者としてご招待を受け、現地と

の情報交換が可能となっています。一方

で韓景献先生は、中国で初めて“三焦気

化－老衰相関論・三焦鍼法”なる新学説

を提唱し中国鍼灸学会脳病科学委員会会

長を務めておられます。

　三焦鍼法は、基礎研究ならびに臨床で

の治療効果を 180 編余りの原著論文（16 編は SCI ＝国際基準レベル論文として収録）と出版著書９点

で認められ国際的に高く評価されています。

　三焦鍼法の効果を裏付ける基礎実験は京都大学が開発した SAM（senescence accelerated mouse; 老

化促進マウス）によりなされ、概要をお話ししますと三焦鍼法実施群では、

１）SAM で平均 20 ～ 25％の延命効果を示し、その事実を遺伝子と蛋白質レベルで実証した。

２）実験的に脳梗塞を起こしたラットが水槽内に設けた足場を発見する実験で、三焦鍼法施術群は非

特 別 寄 稿   Special Contribution

　國島修副会長は 2011 年の社団法人老人病研究会年報巻頭言に以下のように記載（要旨）してます。

≪平成 21 年（2009 年）10 月 31 日認知症国際フォーラム“認知症治療に東洋医学が挑む”を開催し、

中医学を取り入れた“統合医療による認知症治療”に光明が射される確信を得た。認知症の鍼灸治療

で実績を持つ「韓景献式」に統一して鍼灸技術を研修し、認知症に興味を深めさらに西洋医学の研修

も積んだ鍼灸師の育成を全国レベルで普及させたい。まず手始めに兵頭人脈を活用し、サブリーダー

育成教育プラン作成を試みた。これを Gold-QPD プランと命名しロゴマークを含め特許庁にも申請し

認定されたところである。

　昨年 10 月に第 1 回認知症 Gold-QPD 育成講座ブロンズコースを、今年 1、2 月にシルバーコースを終

了しゴールドコースに向かっている仲間が 22 名ほどいる。本年６月には第２回目の認知症 Gold-QPD

育成講座プログラムが予定されている。近い将来、これらの方々が全国規模で養成され高齢者介護医

療の現場で広く活躍されるものと期待出来る。

　地球規模で高齢化の進む中で、今後認知症に悩む人も確実に増え続けることであろう。さらには、

その家族の悩みも深いものとなるであろう。私ども医療に携わる者は、座して待つわけにはいかない。

もちろん西洋医学の大いなる進歩も期待される。しかしこの統合医療の実践的活動が全国に波及し更

なる成果を挙げるものと期待して止まない。≫

韓景献先生の三焦鍼法デモンストレーション
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　　施術群に比べ発見までの時間を有意に短縮した（Physiology&Behaviour86:434,2005）。

３）認知症で萎縮する脳を見ると、実験群では結合組織のグリア細胞の新生を抑え海馬神経細胞の消

失を抑制調節し神経細胞の新生作用を促した（Neurosci Lett. 20;432: 111,2008）。

　一方臨床的には、アルツハイマー病と血管性認知症患

者群の研究を三焦鍼法施術群とプラセボー群（経穴から

離れた部位に施術した）で実施した。またアリセプト投

与群に対してはヒデルギン（脳血流循環向上剤）投与群

を対照として検討した結果、認知能力 MMSE と日常生

活動作 ADL の改善に有意に役立つことを証明した。こ

れらの研究で韓景献教授は国家教育部科学技術進歩最

優秀賞を獲得している。

　三焦鍼法に関する研修生を含む私どもの報告は、現在までに合計 11 編になります。

　＊認知症－鍼灸による予防と治療－（川並汪一、兵頭明、水上勝義、小俣浩）鍼灸 OSAKA25:362,2009

　＊認知症治療を担う鍼灸師育成の試み（川並汪一インタビュー記事）中医臨床 32：303,2011

　＊認知症に対する鍼治療の効果；アルツハイマー型認知症に対する１症例（武田伸一）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中医臨床 33：140、2012

　在宅におけるアルツハイマー型認知症の治療特集（医道の日本；集中連載）

　＊三焦鍼法による治療　（矢野司、兵頭明）   医道の日本 832：204,2013

　＊ MMSE 値の維持と改善（矢野司、兵頭明）   医道の日本 833：121,2013

　＊通所介護施設との連携による治療（田嶋健晴、兵頭明）  医道の日本 834：119,2013

　＊鍼灸治療院での認知症の治療（筒井智文、渡辺明春、兵頭明） 医道の日本 835：147,2013

　＊鍼灸治療院での認知症の治療（渡辺明春、兵頭明）  医道の日本 836：127,2013

　＊パーキンソン病で認知症が疑われる患者に対する

　　　　　　　　　鍼灸マッサージ治療（海老澤武士、兵頭明）  医道の日本 837：117,2013

　＊高齢者入居施設での認知症に対する鍼灸治療（武田伸一）  医道の日本 838：121,2013

　＊少しぼけたかな…、エー認知症に鍼だって？（川並汪一）　月刊基金 2013 11 月号予定

（社会保険診療報酬支払基金発行の月刊誌）

Gold-QPD 研修生の活動状況

　現在のところ三焦鍼法を全国展開する Gold-QPD 研修生は約 80 名に近付きつつあります。認知症周

辺症状の改善と日常生活能力の向上に関する多くの実績が上記のように報告されつつあります。

Ｇ old-QPD 研修生による三焦鍼法の論文報告

特 別 寄 稿   Special Contribution

韓景献先生の三焦鍼法デモンストレーション
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統 合医療と健康長寿の高齢社会

　世にいういわゆる統合医療は現在、健康食品、抗加齢サプリ、健康スポーツ、特殊ドリンクなど医

療関連スペシャリストのビジネス現場になりつつあります。この傾向は、本来の多職種連携に基づく

医療の見直しの目的から逸脱する危惧を感じます。

　西洋医学を基盤にしながらも、その短所を補う中医学鍼灸と、ゆくゆくは漢方生薬治療を融合した

医療の展開は、高齢社会で実質的に機能し活躍する潜在力を秘めているといえます。

　鍼灸師の間から聞こえる話を第三者的にまとめると、良きにつけ悪しきにつけ３年間で鍼灸専門学

校を卒業すればヒトを治療する鍼灸師になれます。基本的な診断と施術法を学び、医者と同様患者の

肉体に触れ患者の私的な領域に踏み込む資格を与えられるわけです。一方、医師は６年生教育と研修

医 2 年間の合計 8 年間の義務教育を受け初めて患者に触れます。そして鍼灸師は３年の教育のあと制

特 別 寄 稿   Special Contribution

　Gold-QPD 研修生は、患者さんとの初対面で必ずキーパーソン（家族や介護士）が立会い三者の納

得のもとで施術を開始します。そのため施術が２度目以降になることもあり初回の施術をあせらない

ことにしています。年老いた患者さんは多くの場合孤独で話し相手がいないのでやさしく症状を聞き

取り寄り添うことが最初の目的なのです。ひとたび週１回の割合で三焦鍼法をはじめると、多くの場

合４回前後で患者さんの視線がしっかりし、話の対応が明瞭になり次の 1 ～ 2 カ月で笑顔が出てきて

家族や鍼灸師を判別するようになります。患者さんによってはいつまでも初対面のような態度をとる

ものの、調子の良い日は「先生有難う」、との反応も聞けるようになります。一般に MMSE という認

知能力検査の結果は、アルツハイマー病の患者さんでも低下の速度は遅れます。血管性認知症患者さ

んではしばしば顕著な改善が望めます。鍼刺激が脳神経細胞機能へ良い影響を与えている事実が示唆

されます。詳細は発表論文に譲ります。

　高齢者はもの忘れに留まらず、ほとんど全員が腰痛、尿漏れ、便秘、食欲不振、嚥下障害、不眠な

ど多彩な訴えをするものです。医療機関では専門科を一つずつ回り、それぞれの疾患を治療してもら

うには耐え難い長い時間と忍耐とを要します。高齢者施設では訴えに対し簡単には診てもらえず、一

時的な鎮痛剤、消化剤、催眠剤などの常備薬で放置されてしまいがちです。そのような多臓器にわた

る訴えに、Gold-QPD 資格認定者は適切な経穴（ツボ）を選び刺鍼をしてあげることができます。そ

れは高齢者の症状の訴えに直結する効果をもたらします。

　三焦鍼法を受ける高齢者ご本人は、体調と気分が改善され日常生活を自分でやりくりできるように

なり、介護者や家族の方たちへの負担が減少しご自分の生活の質を高め幸せが戻ってくる事実が明確

になりました。この一連の医療関連業務は、人手不足に陥りがちな医師や看護師の手助けになるととも

に、介護費や医療費の大幅な削減になることも分かります。高齢者の比率が 25％を越える現在、Gold-

QPD 資格認定者が各地で活動するようになれば、40 兆円になろうとする医療費の削減に大きく貢献

すると信じられます。その意味で、Gold-QPD 資格認定者諸氏が各地で独自に指導的役割を果たし始

めていることは大変望ましいことです。
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度としての統一した卒後教育がありません。研修は各自の自由に任せられそれぞれが選んだ先輩から

学ぶことになります。そこには自己流が幅を利かせることから、どちらかといえば一定の言葉で科学

的な討議が出来ない傾向にあります。このような現状のままでは、日本鍼灸としての統一観は生まれ

るべくもないと苦言を呈する識者もいるようです。

　著者の一人（川並）の限られた経験からすれば、本来の中国伝統医学（中医学）を基準に据えた教

育内容を一層修得することで、世界的潮流に乗ることが容易となり後れを取らず研鑽を積むことが出

来ると思います。そうしてこそ、日本オリジンの鍼管法、無痛施術法、腹診法などを世界で広く学ん

でもらえるようになると思います。

　中医学の基本は陰陽五行論にあります。五臓六腑の基本病理学は西洋医学と全く異なるため、現代

医学の臓器機能になれた論理からすると違和感を覚えるものです。

　まずは柔軟に学ぶ謙虚な姿勢が必要でしょう。そうすることで、ヒトの体を自然界の一つの贈り物

と考える中医学の云う、天人合一、足りないところを自然の植物、生物、鉱物から得る漢方生薬の意

味と、過不足となる氣（qi）と血（ケツ）を経穴（ツボ）を介して補瀉する鍼灸の面白さを理解でき

るのです。

　現代西洋医学の製薬が、関連する細胞を単位とした機能の修正を目的とするのと異なり、中医学的

治療は全身のバランスを調整する理論で構成されることが理解できます。この中医薬が補完代替医療

として重要である理由が徐々に会得されてゆくと信じます。

　老人病に関する西洋医学的知識に加え中医学の基本概念を学ぶことで、鍼灸師は従来のイメージを

完全に覆し、高齢者に寄り添う健康長寿請負人となってゆくでしょう。超高齢社会で生活する人々の

日常健康管理において大きな役割を担うことになります。

　鍼灸師諸氏は、一層の自覚と自習努力により医師、看護師、介護士、理学療法士、社会福祉士など

関連領域と堅実なネットワークを作り上げることができるといえます。多職種の連携とはいうものの、

縦割り医療制度の中ではいずれの職種にとっても連携作業はむしろ厄介で、足手まといになりかねな

いものです。Gold-QPD 鍼灸師として実力と実績を獲得し自分たちの潜在能力を見直し事業を拡大し

てゆくことで医療スペシャリストとして世間が放っておかなくなります。理想を言えば、多職種連携

というより多職種が融合した医療体系体として貢献できる高齢社会になってゆくことを期待します。

（Gold-QPD 育成推進本

部は現在、実修提携施設

の充実を図りつつありま

す。実践協力に興味のあ

る諸氏にはご一報をお願

いします）

第２回ブロンズコース修了証授与式


