日本における指圧教育の内容と現状
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日本において“指圧”が法律上の資格として認められたのは、１９５５年です。それ以
前は、民間療法の一種として取り扱われていました。
１９５１年に、手技療法の身分法が定められたのですが、その時の法律上の資格として
の名称は“あん摩師”であり、１９５５年に至って初めて「あん摩師（マッサージ及び指
圧を含む）
」と法律の中に記載されました。
さらに“指圧”が法律上の資格として明文化されるのが１９６４年です。その時の法律
上の資格としての名称は“あん摩マッサージ指圧師”でした。古代中国から日本に渡来し
て歴史的に日本の医療として受けつがれてきた“あん摩”、１８６８年に武家から天皇へ政
権が移って鎖国から開国へと政策が移行する中でヨーロッパから移入された“マッサージ”
、
そしてそれ以外の手技療法を“指圧”という名称で総称した法律でした。法律に明文化さ
れた当時、指圧に携わる者たちの間では、
“指圧”が明文化されたことを喜ぶと同時に、
“指
圧師”として独立した身分法でないことに不満を懐く両方の思いが混在していました。そ
の理由は“指圧”の由来を見ることで理解していただけると思います。
実を言いますと、現在も日本での法律上の資格は“あん摩マッサージ指圧師”なのです。
従って、最初に私の紹介をしていただいたときに“指圧師”となっていましたが、正確に
日本の法律で言いますと、私は“あん摩マッサージ指圧師”で、加えて“はり師”“きゅう
師”だということになります。

さて、指圧の由来に話を戻しますが、「指圧とは、柔道活法・導引・古来からの按摩術か
ら発したものであるが、大正初期（西暦で言いますと１９１０年頃と思われます）米国の
各種整体療法（カイロプラクテック・オステオパシー・スポンディロテラピー等）の学理
と手技を吸収した施術である」と日本政府の出版物に書かれています。
ここから判ることは、指圧には大きく二つの由来があるということです。すなわち、一
つは東洋古典医療（つまり導引や古来からの按摩術）ともう一つは西洋近代医療（アメリ
カ由来の整体療法）です。
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ここで少し“導引”あるいは“古来からの按摩術”という点について、説明させてくだ
さい。現在の日本では、
“導引”を“気功療法”とほぼ同じものとして理解しているのが一
般的ですが、ドイツではいかがでしょうか？日本の東洋医学の学校協会が編纂した教科書
には次のように書かれています、「導引は、大気を導いて体内に引き入れ、深く呼吸し、心
を鎮め、欲を制することを目的として、各個人が自ら運動して、身体を鍛え、心身を明朗
にして不老長寿を理想とする呼吸運動法である」
。気功療法と肢体運動を兼ね備えているも
のであると、教科書には書かれています。
しかし、指圧の由来となっている“導引”には、それに加えて特別な意味を含ませてい
るのです。
１６８４年、“導引”という文字を含むタイトルの書物が初めて日本に現れました。
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,正旦の『 ,導 ,引 ,體 ,要』です。そこには次のような意味のことが書かれ

ています。少し長くなりますが引用します。
「７０１年に、時の政府は按摩博士という要職
を設けた。按摩博士がその職務を遂行するためには広く物事を知り、かつ多くのことに精
通していなければできないことである。そもそもこの要職が設けられた頃には、この按摩
術に精通していた者が存在していた。しかし時代が経つに連れて人々の思いも薄れてきて、
人の寿命の長い・短いという生命に関わることが医者と密接につながりがあるということ
に思いいたる事が無く、病気になってからやぶ医者にその生命を委ねてしまっている。ま
た医者のほうも医学書に精通しておらず、また脈を診たりする診察法もあまり身につけて
いない。ただ病人をたくさん診ているというその数だけを誇示し、訪れた患者に対して作
用が非常に激しい薬を処方、濫用する。それゆえ、朝に思いがけない効き目があったとし
ても、夕方には患者の命を亡くしてしまうということになる。こうした時人々は、患者が
亡くなったのは天命であったということにしてしまい、たまたま思いがけず効き目があっ
たことを神業のように取り扱ってしまい、遂には十五、六世紀の中国の名医より、あまり
勉強もしない今の日本の医者のほうが優れているとまで、人々は思うようになってしまっ
た。薬を扱う医者でさえこのような状態である。ましてや按摩を仕事としている者につい
て見てみると、たいていの人が、他に技術を身につけていない視力障害の人や、学問を身
につけていない下品な人、あるいは決まった職業を持たない者たちであり、このような人
たちが按摩を生業としているのが現状である。したがって世間では、按摩というものは医
療の中でももっとも賎しい身分の人の仕事であると考えられている。
」おそらく、ただ客の
求めに応じて客の指定する部位を押したり、揉んだり、擦ったりするだけの、娯楽的な、
形式的な手技に陥っていた按摩を、本来の医療としての、すなわち治療法・健康法として
こ
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の按摩術、これが“ ,古 ,法 ,按 ,摩

,術”と呼ばれるものであり、これを当時流行して

いた賎技としての“あんま”と、はっきり区別する必要性を感じ、その区別を明確化する
ために、あえて“あんま”ということばを用いずに、“導引”と呼んだのです。すなわち治
療を目的とした導引であり、医療に主眼を置いた“古法按摩術”の復活が提唱され、林正
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８２７年『 ,按 ,腹 ,図 ,解』（ ,大 ,田 ,晋 ,齋）という書物が次々と世に出されまし
た。
いずれも治病に主眼を置き、健康法・養生法をも包含した導引、古法按摩術を確立しよ
うと試みた術書でした。

“指圧”は、健康法・養生法を包含しつつ治療を目的とした手技療法としての要素を強
く持っています。すなわち医療としての手技療法という性格を、すでにその由来に持って
いるのです。
しかし、今述べた術書の理論的基盤は、東洋医学古典の理論、気の医学理論、経絡の理
論に根ざしたものでした。

１８６８年、武家政治の終焉と同時に近代化の道を歩み始めた日本では、様々な分野で
武家政治の時代の痕跡をできる限り消して行こうと努めました。医療の分野でも、それま
で主流であった東洋医学古典理論に基づいた医学（中国から伝来した医学という意味で、
日本では“漢方医学”と呼びます）を否定し、西洋近代医学をその中心にすえ、新たに医
師になるものに対しては西洋医学の試験によってのみ資格を与えることとしました。当時
の日本政府は漢方医学を日本の社会から消し去り、同時に同じく東洋医学古典にその理論
的基盤を持つ鍼灸や按摩をも、日本社会から葬り去ろうとしたのです。しかし鍼灸と按摩
は日本では盲人の職業として認められてきていたということと、鍼灸や按摩が広く民衆に
受け入れられ、生活に根付いていたことなどから、その職業としての存続が許されました。
しかし西洋化の波は、鍼灸や按摩の中にまで押し寄せるようになり、特に鍼灸術に対し
ては、西洋医学の範疇において体系化することが目指されるようになり、いわゆる“科学
的鍼灸術”の潮流が湧き起こってきました。それに対して按摩は、いわゆる形式的な手技
として慰安・娯楽的に客の求めに応じて行われていた術としてはその理論的基盤が希薄と
なっていたために、職業としては存続していましたが、西洋化の波をあまり受けることは
なかったか、あるいは術と理論を切り離して考えられていたと思われます。しかし医療と
しての手技療法の確立と継承を目的としていた人々は、鍼灸と同じように西洋医学的基盤
を必要とするようになったのではないかと私は考えます。だからこそ西洋医学理論に基づ
いた手技療法、すなわち当時日本に入ってきていたカイロプラクテックやオステオパシー
などのアメリカの整体療法を学び、吸収して、医療としての日本の手技療法、すなわち“指
圧”を形成してきたと考えられます。
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“指圧法”は、玉井天碧という人が名づけた、とされています。玉井天碧は１９３９年
に『指圧法』という書物を出版していますが、その書物の中で「この書物の出版時、すで
に二十年来この指圧療法を実地に施してきている」と書いています。このことから１９２
０年頃に“指圧法”という名称が生まれたのではないかと考えられています。“指圧法”と
いう名称が生まれた当初から、西洋医学に基づく科学的基盤が必要とされていたのでした。
医療としての手技療法を確立するためには、当時の日本社会が医療に要求していた科学的
根拠を、その根底に据えないわけにはいかなかったのではないでしょうか。

日本では、さらに大きな科学化の波を受けなければならない時が到来します。
第二次世界大戦の終結により受諾したポツダム宣言を執行するために設置されたＧＨＱ
による、日本に対する医療改革の要望、いわゆる“ＧＨＱ旋風”です。そこでは、鍼灸、
あん摩の全面的禁止が提唱されました。当時の日本では、視覚障害者による治療が行われ、
消毒をはじめとする衛生観念が不足しており、治効理論も科学的根拠を持たず、さらには
医療教育としての組織的整備ができていないことなどが、その原因であったと言われてい
ます。
鍼灸、あん摩に携わる人たちは、自らの業務の存続を図るべく、衛生観念とその方法の
確立、治効理論の科学的証明、医療教育の整備など、ＧＨＱが提示した禁止の根拠となる
事柄を克服するため、その要望にこたえていきます。１９４７年、この当時はまだ“あん
摩”という資格しか存在していませんでしたが、
『営業法』が定められ、その中であん摩を
業としようとする者は“あん摩師免許”を受けなければならず、その免許を受けるために
は公に認定された学校または養成施設を卒業した後に公に実施される資格試験に合格しな
ければならない、と定められました。そして１９４８年には『学校養成施設認定規則』が
定められ、二年間で解剖学、生理学を含む西洋医学を９１０時間、医学史・法規を７０時
間、東洋医学概論を１０５時間、あん摩理論を１４０時間、あん摩実技を６３０時間のほ
かに、国語・数学・理科・社会・外国語などの普通教科を８７５時間履修しなければなら
ないと、規定されました。
その後、最初に述べたように１９５１年に手技療法を業とする者（この当時は、あん摩
師という名称でしたが）の身分法が定められ、何回かの法律改正を経て現在に至っていま
す。

現在の日本の法律に基づく国家資格としての“あん摩マッサージ指圧師”を取得するた
めの要件は、次のようになっています。
まず、国が認定した学校または養成施設に入ることができる者を、大学に入学すること
ができる者と定めていますので、今の日本では必然的に１８歳以上ということになり、一
般的には高等学校を卒業した者（あるいは１２年間の学校教育を受けてきた者）というこ
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とになります。国が認定した学校または養成施設と規定されていますが、学校は文部科学
大臣が、養成施設としては厚生労働大臣が認定しており、いまほとんどの養成施設が専門
学校として運営されています。晴眼者は主に専門学校で、視覚障害者は盲学校や視力障害
者センターで３年間以上の学習を修めなければなりません。日本では東洋医学に関する大
学が最近設立されるようになっており、２０１０年現在で９校が開設されています。しか
しいずれも鍼灸に関する大学だけで、あん摩マッサージ指圧師の大学はありません。ただ
１ 校 だ け 、 茨 城 県 つ く ば 市 に あ る 国 立 の 「 筑 波 技 術 大 学 National University

Corporation Tsukuba University of Technology, NTUT）」では、保健科学部・保健学
科の鍼灸学専攻では、はり師きゅう師と同時に、あん摩マッサージ指圧師の国家試験の受
験資格が取得できるシステムが整えられています。ただしこの大学に入学することができ
るのは視覚障害者だけとなっていますので、晴眼者のためのあん摩マッサージ指圧の大学
は、現在の日本には存在しません。
現在の日本で、あん摩マッサージ指圧師の国家試験受験資格が得られる学校としては、
盲学校（あるいは“視覚特別支援学校”
。筑波技術大学を含む）が６３校、視力障害者セン
ター（おもに中途視覚障害者などが入所しているが、ほとんど専門学校としての認可を得
ている）が８校、晴眼者対象の専門学校が２１校あります。学校または養成施設の数から
いうと、視覚障害者を対象とする学校が７１校で、晴眼者を対象とする学校が２１校です。
晴眼者を対象とした鍼灸の学校がおよそ１００校ありますので、鍼灸の学校と比較すると
ものすごく少ないことがわかります。これには大きな理由があって、日本の歴史の中で、
特にあん摩は視覚障害者の職業として保護されてきた経緯があり、現行の法律の中におい
ても次のような条文があります。「当分の間、文部科学大臣又は厚生労働大臣は、あん摩マ
ッサージ指圧師の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合、あん摩マッサージ指圧
師に係る学校又は養成施設において教育し、又は養成している生徒の総数のうちに視覚障
害者以外の者が占める割合その他の事情を勘案して、視覚障害者であるあん摩マッサージ
指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、
あん摩マッサージ指圧師に係る学校又は養成施設で視覚障害者以外の者を教育し、又は養
成するものについての認定又はその生徒の定員の増加についての承認をしないことができ
る。」法律が定められてから現在に至るまで、学校の新設や定員の増員が認められたことは
一度たりともありません。
２０１０年の国家試験を受験した者の数は、晴眼者が１２０３名、視覚障害者が４１６
名となっており、合わせて１６１９名でした。鍼灸の受験者が４３７４名ですから、あん
摩マッサージ指圧師の国家資格は、現在もなお視覚障害者の職域として、固く守られてい
ます。
学校での学習内容について見てみましょう。
現在の教育内容については、その学習歴を一般の大学などと互換できるようにすること
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を目的として、単位制となっています。厚生労働省で３年間で必要な最低限度の単位数を
定めており、その最低限度以上の単位数を各学校で独自に設定して授業の時間数を決めて
います。まず「基礎分野」
。医療の専門分野を学習する前提として、その基礎となる自然科
学、人文科学、外国語など、大学などでの一般教養にあたる科目を１４単位以上（２１０
時間～４２０時間）
。本校では社会学、倫理学、生物学、科学、医療英語等を２２０時間と
しています。次に「専門基礎分野」
。解剖学、生理学、公衆衛生学など西洋現代医学の科目
です。２７単位以上、時間数では４０５時間～８１０時間以上と定められています。本校
では解剖学、生理学、病理学、衛生学、臨床医学総論、臨床医学各論など、８１１時間と
しています。「専門分野」では東洋医学概論、経絡経穴概論、東洋医学臨床論、あん摩マッ
サージ指圧理論などの理論分野で１６単位（２４０時間～４８０時間）以上、本校では３
１６時間と定めており、あん摩マッサージ指圧理論は、３２時間です。「実技実習」は１０
単位（３００時間～４５０時）以上で、本校では５３９時間を設定しています。この中に
は実際の患者さんに施術する「臨床実習」という授業も含まれており、３１５時間を配当
しています。そのほか「総合領域」の授業が必要とされており、以上の学習内容を総合的
に学ぶことができるよう各学校がオリジナルで決めることができる科目が１０単位（１５
０時間～３００時間）以上設定するよう定められています。本校では経絡治療、物理療法、
スポーツ医学など２８４時間と定めています。
これらの単位をすべて修得すると卒業資格すなわち国家試験の受験資格が与えられます。
日本では学校の卒業はほとんどの学校が３月です。卒業間際の２月に卒業見込みで国家試
験を受験します。現在の日本の国家試験は筆記試験だけです。四肢択一問題が１５０問出
されます。問題内容は１５０問中およそ１００問が現代医学の内容、５０問が東洋医学と
あん摩マッサージ指圧理論の内容で、１５０問中９０問以上が正解できれば、すなわち６
０％以上の正答率で合格となり、国家資格が与えられます。実技試験はありません。実技
実習についてはすべて学校に委ねられており、学校で実施される学期ごとの試験に合格し
て単位を修得すれば、技術が国家試験合格レベルに達していると見なされます。２０１０
年の国家試験合格率は、新卒者で９５％、既卒者で３０％、全体で８７％です。合格者数
は先ほどお伝えした通り、１６１９名でした。例年の合格者は１８００人前後ですが、こ
の２，３年は１６００人前後となっています。
ただし、ここまでは“あん摩マッサージ指圧師”についての報告です。日本では、“あん
摩”と“マッサージ”と“指圧”を手技３法と呼ぶこともあります。３種類の手技がひと
つの国家資格の中に含まれているのです。
では“指圧”について、学校での教育はどのくらい行われているのでしょうか。今回こ
の発表のために、日本の晴眼者対象の専門学校２１校にアンケートをお願いして、１７校
から返事をもらいましたので、その報告をさせていただきます。
国家資格を取得するための技術面での修得、確認がすべて学校に委ねられている“実技
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実習”について見てみますと、
“指圧実技”が３年間で教授されている時間が、最も多い学
校で３９０時間。これは東京の浪越徳治郎先生が創立された浪越学園・日本指圧専門学校
です。この学校では“あん摩・マッサージ・指圧実技”の教授時間が４８０時間なので、
実に８０％以上の時間を指圧実技に費やしているようです。日本で２番目に指圧実技の教
授時間が多いのが、私の学校である京都仏眼鍼灸理療専門学校です。昼間部では２０４時
間を指圧実技に投入しており、あん摩マッサージ指圧実技全体における割合は５８％とな
っています。指圧実技の割合が手技３法の実技の全体の５０％を越えている学校はあと１
校しかなく、しかもその学校は３年間で１２５時間しか指圧実技を行っていません。それ
以外の学校はすべて４０％以下で、少ない学校では１２．５％という学校もあります。手
技３法をそれぞれ同じくらいの割合で教授しているか、あるいは“あん摩”と“マッサー
ジ”、またはそのいずれかに重点を置いて教授している学校がほとんどです。

指圧療法には、東洋古典医療と西洋現代医療の二つの要素を最初から含んでいると、始
めに申し上げました。しかし歴史の流れの中で、医療としての性質を前面に据えていくと
いうその本源的な目的遂行のために、西洋現代医学をベースにした指圧療法に傾いていき
ました。医療国家資格として認められるためにも、やはりその方向性は必要だったのだと
考えられます。学校教育現場も当然、国家資格取得を目標としていますので、やはり西洋
現代医学に基づいた教育方針がとられるようになっています。東洋医学の学校なので、教
科としては「東洋医学概論」や「経絡経穴概論」など東洋医学専門教科の学習は必須とな
っていますが、
「あん摩マッサージ指圧理論」や「あん摩マッサージ指圧実技」の教科書で
は、指圧については、ほぼ現代西洋医学に基づいた施術と治効理論しか記載されていませ
ん。
二つの大きな要素が含まれているのに、一方の要素だけが大きな比重を占めるようにな
ると、東洋医学の陰陽理論における「陰極まれば陽となり、陽極まれば陰となる」のよう
に、指圧療法で言うと東洋古典理論に基づいた指圧療法を強調する考え方も出てきます。
すなわちそれが経絡理論に基づいた指圧療法を提唱するようになった増永静人です。増永
の“経絡指圧”
、アメリカ経由で入ってきたドイツでは“禅指圧”または“オオハシ指圧”
と呼ばれる指圧です。２００８年９月、私が初めてドイツを訪問し、ドイツの方々の指圧
を見せてもらったとき、とても驚きました。ドイツでの指圧と言えば、“オオハシ指圧”だ
と聞かされたとき、思わず「オオハシって誰？」って思いました。日本で指圧を学んでい
る人のほとんどが知らない“オオハシ指圧”が、ドイツでの指圧なのだという事実に驚く
と同時に、その手技の中に神秘主義的なものを嗅ぎ取ってしまいました。経絡は確かに目
には見えません。しかし治療実践を通じて確かに証明することができる実在だと増永は考
えていました。従って増永の経絡指圧は、本来神秘主義的なものではなく、また“禅”と
結びついた宗教的なものでもありません。経絡という東洋医学古典理論を根底に置いて、
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医療実践を通じて実証していく、これが本来の医療として増永が追求した経絡指圧の本当
の姿であろうと、私は考えます。しかし西洋現代医療の対極に立とうとするあまり、逆に
東洋古典医療に傾きすぎたために、その後継者たちが極端になりすぎたのではないでしょ
うか。
現在の日本の学校では、増永の経絡指圧を採用している学校はありません。もちろん学
校の教科書にも経絡指圧は取り上げられていません。増永自身が学校教育から離れて行っ
たということも大きな原因の一つでしょう。先に述べたとおり、学校教育の現場は、西洋
現代医学に基づく医療としての確立を東洋医療に求めましたので、神秘的な要素を少しで
も排除しなければならないと判断したのかもしれません。しかし東洋医学を否定するもの
ではありませんでしたので、東洋医学の学習を指圧実技と切り離してそばに置くようにな
ったのかもしれません。
学校から離れてしまった増永は、その活動の場を自ら設立した「医王会」に移して、西
洋現代医学一辺倒になってしまった学校での指圧教育を批判し、今では医王会の活動は、
治療実践を継続する傍らで、家庭での指圧を推奨するために一般の人々への教育にも力を
注ぐようになりました。しかし今の日本の法律では、一般の人々には医療行為は禁止され
ていますので、経絡指圧は民間療法に逆戻りしてしまうこととなり、学校の教育現場では
ほとんど目を向けられなくなってしまっています。

現在のあん摩マッサージ指圧師の課程を持っている全ての学校が所属している“東洋療
法学校協会”が編纂した実技の教科書は、１９９１年に出版されたものですが、１９５７
年に厚生省が編纂した教科書の中から、ある部分が削除されています。そのある部分とは
“他動運動法”です。現在の教科書に記載されている“他動運動法”は、わずかに上肢と
下肢の伸展法（実際は牽引法です）だけです。１９５７年の教科書には、例えば、下肢だ
けでも、膝関節の屈曲法、大腿前面の伸展法、腰部の伸展法、足関節の屈伸回転法など、
かなり多くの運動法が記載されていました。
ではなぜ“他動運動法”が削除されたのでしょうか？
１９９１年の教科書執筆に当たって、指圧の内容の記述を委ねられたのが、学校協会の
中で唯一指圧をその教育の中心に据えている「浪越学園

日本指圧専門学校」だったから

だと考えられます。浪越学園では、
“指圧”とはまさに指で圧すことによる医療施術であり、
指で圧すからこそ“指圧”なのだと考えています。従ってそれ以外の要素をなるべく“指
圧”から削ぎ落としたかったのではないかと、私は考えます。現在の教科書では、指圧の
運動操作の項目では以下のように記載されています、
「指圧における運動操作は運動療法に
おける自動運動法、他動運動法、反抗運動法、矯正法というような意味で施術する場合は
少なく（全く無いとは書いていませんが）、むしろ健康増進に応用する運動法の一種と見な
すべき操作である」。しかし１９５７年の教科書には、「指圧法は、圧法と身体矯正を綜合
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した施術である」と明確に記載されています。
これは私の考えですが、運動操作による矯正は多くの知識と経験・技術がなければ成し
得るものではなく、危険を伴う可能性が大きいので、基礎を習得するべき学校教育の現場
にはふさわしくないと判断されたのではないかと思っています。押圧によって筋や腱を緩
めていけば、それが付着している骨格も緩んで自然治癒力が働いて自ずから矯正されると
いう考え方も成り立ちます。様々な要因が絡み合って、１９９１年の学校協会の教科書か
ら“他動運動法”が削除されたのでしょう。
しかし“指圧法”には、本来“導引”や“アメリカ整体療法”が包含されているのです。
学校教育という基礎教育段階では多くの運動法は取り入れられないにしても、基礎レベル
で可能な限りの運動法は削除すべきではなく、さらにはきちんと知識と技術を身につけて
他動運動法が可能な道を拓いておく必要があると私は考えています。
現在の日本のあん摩マッサージ指圧師の学校の中で、学校協会の教科書を使用している
のはわずかに半数です。日本の半数の学校がオリジナルのテキストを使用して、指圧を教
授しているという現状が、いま私が述べてきたことを裏付けているように思われます。

最後に、指圧の基本手技として現在まで変わらずに提示されている原則があり、現在の
学校教育ではこの部分についてはすべての学校で教育している内容ですので、ここに掲げ
て確認しておきたいと思います。
まず、押圧法の３段階の操作について。押圧法の操作を分析すると「触れる」
「押す」
「離
す」の３段階となります。
触れかたには３種類あって、一つ目が軽く柔らかく触れる、でこれが基本法です。二つ
目が、軽く速く触れる、で知覚過敏のある部位に触れる場合等に採用します。三つ目が軽
く自然に触れる。
押し方にも３種類あります。一つ目が、緩増圧で、極めてゆっくりと警戒しつつ押圧す
る。二つ目が、急増圧で、刺激に対する防衛反応を少なくする。三つ目が、漸増圧でこれ
が基本法です。
離し方にも三種類あります。まず一つ目が、緩減圧で、極めてゆっくりと離す。二つ目
が、急減圧で、反射を期待して急に話す。三つ目が、漸減圧で、これが基本法となります。

次に、押圧法の三原則です。
第１原則は、「垂直圧の原則」です。人体は種々複雑な曲線、曲面の複合体です。押圧部
位に常に垂直に圧をかけることによって、最も効果的で無駄の無い刺激を与えることがで
きます。
第２原則は、「持続の原則」です。一定の強度に押圧したらその圧を緩めずに、そのまま
一定時間持続する方法で、通常圧法では５秒～７秒間持続すると規定されています。持続
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時間の長短は圧法の種類によって異なります。
第３原則は、「集中の原則」で、術者の技術と精神を一致させることを期待したもので、
施術中は全精神力を集中します。術者と患者の精神的な一致ということも重要であるとも
言われています。

押圧法の程度には３種類あります。
一つ目は、
「軽圧法」で、気持ちが良いと訴える程度です。
二つ目は、
「快圧法」で、幾分痛いと訴える程度です。
三つ目は、
「強圧法」で、できる限り忍耐させる程度です。
押圧の程度は、患者の感受性に合わせて術者が定めます。

最後に基本圧法の種類ですが、６種類あります。
まず「通常圧法」は、最も良く用いられる圧法で、軽圧法から快圧法を加えながら、１
点圧を３秒～５秒で、呼吸に合わせて押圧するものです。
次に「衝圧法」で、漸増圧で一定限度まで押圧し、そこで衝圧の圧度を定め、急に押し
て、すぐに放す圧法です。反射作用を喚起する効果がありますが、圧度が過度であったり、
方向を間違えたりすると、弊害を来たすリスクがあります。
次が、「緩圧法」。２段押し、３段押しともいわれ、軽圧、快圧または、軽圧、快圧、強
圧と区切って押圧するので、比較的スムーズに圧操作が深部まで浸透するので、慢性疾患
や深部の筋硬結に効果があります。
四つ目が「持続圧法」。これは手掌を用いて押圧します。温熱作用をもたらし、冷え症、
下痢、腎臓や膀胱の異常などに効果があります。
五つ目が「吸引圧法」で、手指や手掌を皮膚面に密着させて、皮膚を吸い上げ、吸い寄
せ、吸いつけるようにまわすという技術です。内臓下垂では手掌を用い、腓腹筋の緊張の
時には、母指と四指で内と外から吸い上げるように操作をします。
最後が「振動圧法」です。振動効果によって圧反射を促すもので、特殊操作となります
ので熟練を要します。圧を一定の強度に保って１回につき５秒～１０秒で、繰り返し操作
をします。消化器系の賦活などに効果があります。

以上、術式の流れや、手技の内容においては、様々な差異が存在していますが、圧法の
基本においては規準が確立されています。

歴史を紐解きながら、現在の日本における指圧教育の内容と現状を概観してきました。
東洋的なものと西洋的なものとが、その誕生の時から要素として含まれている指圧法で
す。また手技療法において、最も医療としての側面を前面に押し出してきた指圧法です。
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治療実践を積み重ねていく中で実証されてこそ、本来の医療の意義が存在すると私は考え
ます。神秘的なものに陥ることなく、東洋的要素と西洋的要素が融和される方途を、今後
は模索していきたいと考えています。

ご清聴ありがとうございました。

© Dr. Yasuhiro Kobayashi, Kyoto
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