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脳血管障害患者急増

超高齢社会2025年問題に挑む
～ 醒脳開竅法の役割と可能性 ～

[

皆さんは2025年問題についてご存知でしょうか。2025年は、団塊
の世代が75歳以上の後期高齢者になる年です。日本は今までは急速な
高齢化が問題でした。しかし25年以降は2200万人、4人に1人が75歳

学校法人後藤学園／ライフエンス総研 中医学研究所・所長
天津中医薬大学・客員教授
社団法人・老人病研究会 常務理事

兵頭 明

以上という超高齢社会が到来します。これまで国を支えてきた団塊の
世代が給付を受ける側に回るため医療・介護・福祉サービスへの需要
が高まり、社会保障財政のバランスが崩れる、とも心配されています。

脳血管障害患者急増

認知症高齢者急増

ところで2008年版の人口動態統計によると、2008年に脳血管障害

65歳以上のご高齢者のうち認知症の方は推計15％で、2012年時点で
462万人にものぼることが、厚生労働省研究班の調査でわかったとのこと
です。また軽度認知障害（MCI）と呼ばれる「予備軍」の方が約400万人い
ることも初めてわかったと報道されました。
一方、今年の敬老の日に総務省は65歳以上人口が3186万人、70歳以
上が2317万人、75歳以上が1560万人、80歳以上が930万人との推計を発
表しています。
ご高齢者の健康長寿のサポート、健康寿命の延伸、不定愁訴の改善、そ
して認知症の予防と改善をはかるために鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師
としてどのような社会的貢献ができるかという課題に対して、一緒にチャレ
ンジしてみませんか！！

の患者数が約137万人であったのが、東京オリンピックが開催される
2020年には約287万人になるとの報告がなされています。2008年の
データによると65歳以上の寝たきり者は約32万人とされ、寝たきりの
約40％、そして要介護者の約25％は脳血管疾患が原因とされています。

超高齢社会がもたらす課題

老年症候群
林 泰史

～社会保障給付費の推移～

日医雑誌 第127巻,第11号,2002/6/1
•

高齢化の進展により、一般会計の3割超を占める社会保障給付費は増
加している。国民医療費は2008年度の34.8兆円から、2025年には52.3兆
円、老人医療費も11.4兆円から、24.1兆円にまで増加する見通しである。
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我が国の国民医療費の推移

超高齢社会がもたらす課題

日本人の死亡の原因

介護が必要となる原因

要介護者数の増加に歯止めを！

醒脳開竅法の超高齢社会での役割

～醒脳開竅法の新たな挑戦～

～介護負担の増大～

• 脳卒中が恐ろしい病気といわれるのは、生命
が助かっても、さまざまな障害が後遺症として
残ってしまうことが多いためです。
• 重い後遺症のために介護が必要となることも
多く、脳卒中は介護が必要となる原因の第1
位にあげられています。
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老年医学と鍼灸

老化に伴う症状
老年医学のキーワード：脳、耳、腰、膝、骨、歯、髪
中医学のキーワード：「

腎 」の力

•耳が遠くなる、
•物忘れをしやすくなる、
•足腰が弱くなる、
•腰がだるくなったり痛くなる、
•白髪が気になる、
•抜け毛が気になる、

高齢者が持つ疾患
脳血管障害

認知症

高齢者が持つ疾患

難聴・耳鳴り

緑内障

高血圧症

•顔のしわが気になる、
•歯が弱くなる、
•骨がもろくなる、
•トイレに自信がなくなる、
•つまずきやすくなる、
•膝がいたくなる、
•スタミナがなくなる、
•血圧が高くなる

脳血管障害

難聴・耳鳴り

認知症

緑内障

高血圧症

骨粗鬆症
排尿トラブル

誤嚥（嚥下機能の低下）

転倒（筋力低下・バランス）

認知症

肝腎両虚
高血圧症

肝

難聴・耳鳴り
精神
耳に開竅
二陰を主る
骨を主る

緑内障

腎の府
筋を主る

骨粗鬆症
蔵血

胃

排尿トラブル

誤嚥（嚥下機能の低下）

①醒脳開竅法の必要性と役割
髄海

腎

排尿トラブル
転倒（筋力低下・バランス）

高齢者が持つ疾患
脳血管障害

骨粗鬆症

目に開竅

誤嚥（嚥下機能の低下）
胃気（受納・降濁）

1. 「必要性」
2008年版人口動態統計より
脳血管障害
患者数 約137万人
死亡 約 12万6千人（死因第３位）
厚生労働省の研究班の報告（2020年の予測）
脳血管障害
患者数 約287万人
死亡 ？

転倒（筋力低下・バランス）
兵頭 明「醒脳開竅法の概要」
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②醒脳開竅法の超高齢社会での役割

醒脳開竅法（専病専治+合併症対応）
【治則】 醒脳開竅、滋補肝腎、疏通経絡

2. 「適応性」
失語症

後遺症

再発

運動マヒ
65歳以上の寝たきり者：約32万人。

寝たきり者の 約40％
要介護者の 約25％ は脳血管疾患が原因*

*日本脳卒中協会報告

【処方】
主穴：内関
人中
三陰交
副穴：極泉
尺沢
委中
風池
完骨
天柱

〔醒脳開竅〕
〔滋補肝腎〕 臓腑弁証
〔疏通経絡〕 経絡弁証
〔補益脳髄〕

兵頭 明「醒脳開竅法の概要」

高齢者に対する全人的総合的なサポート
～醒脳開竅法の役割と可能性～
•
•
•
•
•
•
•

ADLの改善
嚥下障害の改善
誤嚥性肺炎の予防
失語の改善
歩行力の改善→転倒予防
尿もれ、排尿障害の改善
睡眠障害

・認知症の予防、改善
・老年性うつ病の改善
・寝たきり予防
・耳鳴り、難聴の改善
・便秘の改善
・その他

健康長寿を目指した弁証配穴
～補益肝腎ベース～

～醒脳開竅法の役割と可能性～
• ご本人、ご家族のため！
• 地域、社会のため？
• 医療費削減につながる？（国のため？）

Aさん ８５歳 男性
MCIが疑われる脳血管障害後遺症

背兪穴

【補益肝腎 + 小醒脳開竅法】 → 【三焦鍼法】
ウェルエイジング鍼法
【現病歴】平成16年9月脳梗塞。
高血圧、脳梗塞後遺症、白内障
左上肢の痙性麻痺が顕著、歩行障害、内反足、軽度認知障害の疑い
【介護度】要支援１

腎兪
補腎

高齢者に対する全人的総合的なサポート

補益肝腎

200X年10月16日から鍼治療をスタート
原穴

太溪

三陰交

健脾
足三里
土経土穴

肝脾腎交会穴

【弁証】肝腎両虚、時に肝陽上亢
【治法】補益肝腎、補益精血
【処方】
１：（主）内関、印堂、上星、太溪、三陰交、
（副）左合谷、後溪、中渚、曲池。左足三里から解溪に排刺、
左手陽明経に排刺。
２：9回目の治療から韓景献方式（三焦鍼法）を採用
外関、気海、中脘、膻中、血海、足三里 + 上星、百会、四神聡

4

2014/11/18

Bさん 78歳 女性 軽度認知機能の低下
【介護度】要介護３、身障１級

【補益肝腎+三焦鍼法（ウェルエイジング鍼法）】

【現病歴】：頚椎損傷（C７）、下肢深部静脈血栓症、後縦靭帯骨化症
MCIが疑われる頚椎損傷不全麻痺、感覚障害、しびれ、痛みのご入居者
200X年10月14日から鍼治療をスタート
【弁証】肝腎両虚
【治法】補益肝腎
【処方】
１：（主）太溪、腎兪、三陰交、足三里、印堂、上星。
（副）中渚、外関。膝周囲に散鍼。抜鍼後に外関に円皮鍼を施す。
２：9回目の治療から韓景献方式（三焦鍼法）を採用
外関、気海、中脘、膻中、血海、足三里 + 上星、百会、四神聡

このアメリカの映画を知っていますか
？

公式ホームページ
http://9000needles.com/
• 脳血管障害に対する針灸治療『醒脳開竅法』
アメリカで映画化2010.11.02

公式ホームページ
http://9000needles.com/
＜概要＞
40歳元ボディビルダーチャンピオンで幸せの絶頂期にあったケ
ンタッキー州の男性デビン・ディアス（Devin Dearth）さんを突
然襲った脳血管障害。
右半身の機能を失い、ICUでの集中治療、リハビリセンターに
移管されるも、アメリカの独特の保健システムに翻弄されてしま
います。
彼の兄弟であるドグさんの勧めで、藁をも掴む思いで中国・天
津に渡り、天津中医学院・石学敏先生らの醒脳開竅法治療を
受けるというドキュメンタリー映画です。

5

2014/11/18

公式ホームページ
http://9000needles.com/
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