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温故知新のコロナ対策(20.5.12.)

（１）新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)によるCOVID-19の特徴
疫病と人類の歴史、新型コロナとインフルエンザの違い：感染の仕方、最終的にはほぼ同じ？（WHO、NEJM）

抗ウイルス薬ができてきた！：アビガン、レムデシビル、イベルメクチン、オルベスコ、フサン、アクテムラ（著効例あり）
医療崩壊の危険性と、自宅待機時の対処⇒自分の身体は自分で守る⇒ （２）－（４）の温故知新の智慧

（２）新型コロナウイルスの感染（COVID-19)を防ぐ温故知新の対策

第１弾：自分を知る（自覚症状、脈拍数・不整脈、酸素飽和度、PCR検査；唾液検査でも可、抗体&抗原検査）

第２弾－１：ウイルスを寄せ付けない：ソーシャルディスタンシングと清浄
三密を避ける＋清浄習慣：物洗い、土足禁、手洗い、洗顔、、口うがい、口腔ケア、鼻うがい、洗髪、唾液への配慮

第２弾－２：ウイルスの体内への侵入を防ぐ温故知新の方法
漢方薬＆中医薬(清肺排毒湯、麻黄湯、麻杏甘石湯等、板藍根、ウコン）、ホメオパシー
アロマの活用：日本製 抗ウイルス性ヒノキチオール、バカボンバーム：マスクに塗布（ティッシュ―）

ユーカリ（シネオール：抗ウイルス作用、喘息改善）
レモンバーム、レモングラス（シトラール：風邪予防、抗ストレス作用）
メントール（メントール：抗ウイルス・抗菌、鎮痛）

第３弾：自然免疫を活性化させて、ウイルスの体内への侵入を防ぐ
温熱療法（温泉療法）：身体が冷えると免疫力低下、温熱療法の効果と安全性
エキナシア、モリンガ、ノニジュース、VC、VD、亜鉛、セレン、マグネシウム、センシンレン、アシュワガンダー
アーユルヴェーダ的生活：ディナチャリヤー、漢方薬の上薬（十全大補湯、補中益気湯：医師の診断の元）

（３）コロナウイルス感染者がホテルや病院で蟄居するために、鍼灸医学や東洋医学ができること
食事：バランスよい食物、消化しきれる食事量。VC、VD、Zn、Se、Mgなど。漢方薬の上薬（長く正常者でも食せる）
運動：筋トレ（回数を決めて、腹筋、背筋、スクワット等5－50回/日）とストレッチ（捻じり）：呼吸と連動：操体法
休息特に睡眠を深くする工夫：温熱療法、朝の太陽光線を浴びる。三点マッサージ（頭、耳、手、足）、円皮針、刮痧
精神的ケア：マインドフルネス、人生会議まで死生観を確立
医療者の医療、簡易防護服を着て治療する

（４）人々の意識変革を促すCOVID-19



人類の歴史は、地震、疫病、飢饉のオンパレード

（歴史は繰り返す）

724年 聖武天皇即位。
725年ごろ 平城京のある奈良周辺で大地震あり。
732年 近畿地方を中心に大干ばつ
733年 近畿地方、静岡や徳島県での干ばつによる水不足で飢饉
734年４月～９月 近畿地方（大和・河内）で大地震
737年 疫病大流行により都でも高級貴族をはじめ多数が死亡
740年 藤原広嗣の乱が起き、聖武天皇、平城京を離れる
742年11月 大隅（鹿児島県）の海底で火山噴火

「天災が起こるのは政治が悪いから」
743年 盧舎那仏を造る命令を聖武天皇が下す（開眼供養は752年）

「大仏様が天災を鎮めてくれれば責任を果たせる？」
744年５月 肥後で地震

745年４月 美濃（岐阜県）などで地震。平城京へ戻る
749年７月 娘の孝謙天皇へ譲位

文章：恵美嘉樹（えみよしき）



東大寺の毘盧舎那仏
ヴァイローチャナ（Vairocana, 梵: वैरोचन）は、インドを起源とするアスラ神族
の王（阿修羅王）の名で、日本名を毘盧遮那仏（ビルシャナ）、あるいは略して
ルシャナ仏とも言う。
密教の主尊である大日如来も表し、特にマハー・ヴァイローチャナ（摩訶毘盧遮
那仏：Mahāvairocana）と「マハー（偉大な、真の）」が付いた場合は、
『チャーンドーギア・ウパニシャッド』第8章に登場する阿修羅王で阿修羅王
ヴァイローチャナの父。



奈良の東大寺では、
アーユルヴェーダが説かれていた！

聖武天皇は、廬舎那仏を作るだけでなく、鑑真を招聘していた！

鑑真は、奈良の大仏殿で、律経（生活の仕方、清浄の方法など）を説いた

廬舎那仏は、古代インドの神様

鑑真の説いた戒律（律経）は、仏教医学であるが、仏教医学は正にアーユルヴェーダ
の生活の仕方や集団での衛生管理法を説いたものである。

アーユルヴェーダの古典には、疫病の時における対策が記述されてます。

これは、Janapad・udvansanyam（ジャナパド ウドヴァンサニャム）というタイトルの章が
あります。ジャナパドは、人々の共同体のこと。社会・国・人類などのこと。ウドヴァンサ
ニャムは、それを破壊するものという意味です。

つまり、「社会や国や人類を滅ぼす病」について、丸ごと一章を割いて、その原因や治
療法を書いてあります（佐藤真紀子氏）

古代の疫病の時にも、日本に役だったのが、古代インドの叡智であった。現代の疫病
にも古代インドの叡智を役立てよう！



③休養（睡眠）に役立つ温故知新の智慧

①毎朝・毎夕の自身を知る：体温、心拍数、呼吸数を自測（１分間）する。

②ヨーガの種々のポーズと呼吸法：運動不足による凝りと痛みを取り除くこと
で、入眠を促す。

③マインドフルネス呼吸：
ゆっくりした呼吸法を10回程度、朝夕、あるいは寝る前、臥位で
行う。呼気と吸気をしている自分を無判断で観察することで、
10分間程度でも心が鎮静化する。

④瞑想：何らかのキーワード意味を考えないで、心の中で
集中して繰り返したり、内観瞑想を行うことなどは、精神安定作用
や自律神経調整作用をもつ。

⑤ヨーガ・ニドラー：全身各所に意識を持って行きながら、全身のボディ・スキャ
ンニングは、マインドフルネス体験でもあり、寝つきをよくする効果がある。

⑥凝りや痛みに、セルフケアによる３点マッサージ：
体性自律神経反射により、自律神経のバランスが取れる
血液循環改善、全身の柔軟性を高める、足圧マッサージは安全・楽



新型コロナ対応医療従事者の過半数がうつ症状

中国では1月下旬から2月初旬、新型コロナウイルス患者を受け入れ
た34病院の1257人の医療従事者らを対象に、武漢大と浙江大の関
連病院の医師らがアンケート実施。

うつの症状 ：50.4％（634/1257名）
ニューヨークでは、実際自殺した女医がいた！

不眠 ：34％
極度の不安 ：71.5％

回答者の4分の3以上は女性で、約6割が看護師、約4割は医師。年齢
は64・7％が26～40歳だった。ニューヨークやロシアでも、コロナ患者の
診療にあたっていた医師が自殺！
特に女性看護師で中間的職位の人や、新型コロナウイルス患者のケア
に直接関わっている人が、心理的問題が多い
（米医師会の「JAMAネットワーク・オープン」に掲載された論文）

⇒医療者＆ケアラーのケアが必要



マインドフルネス
基本は、姿勢、臍下丹田のイメージ、呼吸

マインドフルネスの方法（ターザン誌より引用）



マインドフルネスによる脳の変化

週刊ダイヤモンド2017年1月14日号特集
「仕事・勉強に効く『集中力』＆記憶
術・速読術」より



呼吸法による静脈鬱血除去が循環系促進する

無弁静脈系の
マッサージ、ドリーム
アップによる温熱マ
ッサージ、ヨーガ、呼
吸法、食事療法、瀉
下療法、鍼灸による
筋肉弛緩

怒張した静脈を穿
刺して出血
↓

神経線維刺激↓
↓

しびれ、痛み↓
じんじん↓

静脈の還流増加

心臓（送り出すポン
プ）から出る動脈と

還流してくる静脈
系（筋肉ポンプと
引き込むポンプとし
ての呼吸ポンプ）

静脈圧減少⇒むくみの改善
⇒当該部位への動脈血流増加⇒痛み↓

だるさ↓

組織圧
正常化

ポリモーダル受容器
感作改善⇒痛み↓

毛細血管

ポリモーダル受容器
の圧迫軽減⇒圧痛
軽減（表皮下、筋
膜、筋肉内）

有弁静脈系のマッ
サージや圧迫療法、
鍼灸による筋肉弛
緩、静脈穿刺

CSF

筋肉ポンプ



頭皮は、慣れた姿勢から頭頸部の筋膜をリリースし、
また、アナトミー・トレインの筋筋膜経線の最上部をリ
リースする場所である。

SBL(Superficial Back Line)は、脊柱起立
筋筋膜から帽状腱膜すなわち頭皮筋膜上の
頭蓋頂を超えて走り、前頭眉弓上にしっかり
付着する。



筋膜内の脈管神経隙をオイルトリートメントで圧迫することになり、
筋膜の鬱血や浮腫が軽減（デトックス）⇒筋膜リリースを促進⇒懲りや痛みが軽減。

トリートメント自体で、筋膜の鬱血や鬱滞をデトックス

脈管神経隙(筋膜内に動静脈や神経存在)

乳頭下静脈叢

アビヤンガ 刮痧
キリ

刮痧板

浅
筋
膜
と
深
筋
膜



筋膜に含まれる脈管神経隙

筋膜の中に、脈管と神経が通っている通路がある。

ここが鬱血したり、リンパが鬱滞すると、筋膜が伸展されて、筋肉全体が動きにくくな
る⇒アナトミートレインズでつながった筋肉が動きにくくなる。

http://ifri.blog34.fc2.com/category4-2.html

井穴刺絡や刮痧に
より筋膜の鬱血が
改善し、筋膜リリー
スが起こる

整膚（皮膚摘まみ
上げ）も、筋束と皮
下組織の間の、深
筋膜を引きはがす
ことで、筋膜リリー
スになるのでは？



Superficial Back Line 
stretch

Superficial Front Line
stretch

Lateral Line 
stretch

脈管神経隙(筋膜内に動静脈や神経が存在)

筋膜の中に、脈管と神経が通っている通路がある。ここが鬱血したり、リンパが鬱滞すると、筋膜が肥厚・硬
化状態となり、筋肉全体が動きにくくなる⇒筋・筋膜経線でつながった筋＆筋膜が伸びなくなる⇒キリ、マッ
サージで↑⇒筋膜の血流やリンパ流の還流が大切である⇒運動、呼吸法、マッサージも大切。さ
らには全身の静脈血量を、増大させないことが必要（腹七分目の食事）筋膜の改変には6-24
月かかり、筋肉よりリモデリングが遅いので、ゆっくりと２日に１回程度運動を行いながら、気長
にトレーニングすること。⇒ コラーゲンを固くするAGEs（糖質過剰で生成される）を生成させない
低GI食、食後高血糖抑制食も重要となる。



Ａｒｍ ｌｉｎｅを使った指刺激による筋膜リリース作用検証実験

心拍数測定
（酸素飽和度計使用）
（左第１指で３回測定Triplicate)

右第３指刺激（20回/20秒）右第５指刺激（20回/20秒）右第１指刺激（20回/20秒）

頸回旋角度測定
メジャー上に座り、真上から写真撮影
メジャーが、角度０°基準（前ー後°）

角度
（後）

角度
（前）

5
分

5
分

押し圧1-2kg（圧力計）



指刺激で筋膜の循環が活性化されることで
Arm lineの筋膜リリースが促進される

脈管神経隙(筋膜内に動静脈や神経が存在)

乳頭下静脈叢

指刺激、整膚（引き上げる）
鍼灸も筋膜リリースを促す

⇒深筋膜が癒着しているため
凝りや痛みがある。
引っぱったり、伸ばしたり、圧
する、生食や麻酔薬の注入を
することで、癒着がリリース

筋・筋膜経線
（『アナトミー・トレインズ』：トーマ
ス・マイヤーズ）

バック・アームライン(BA)
ディープ・BAN

スパーフィシアル・BAN



筋肉疲労回復を早める乾式吸角療法
Perforator vesselsからの還流を促す＋筋膜リリース



吸角療法
（乾式）

出血させない
方法

乾式吸角療法
も瘀血を流す
効果が期待可



皮膚刺絡の場所により
出た血液の色が異なる

皮膚刺絡は、静脈系に作用して
デトックス作用を発揮？



皮膚の血管
系と筋肉の
血管系は繋
がっている！
(Perforator 

vesselsを介し)
鍼で電荷＋＋＋が放電

23G針で放血され筋肉が
緩む⇒筋内鬱血軽減

皮膚を吸角で吸引

⇒筋内鬱血軽減





吸角の多種類



刮痧（カッサ） ⇒ 凝りや痛みを軽減
中国では、風邪の家庭療法

刮痧（Gua-Sha）は、中国では「針を使わな
い鍼灸治療」と呼ばれ、経絡の気血の流れ
を疎通させて、陰陽のバランスを整える外治
法の一つ。

刮は削る、痧は、瘀血による皮膚の反応で
す。瘀血の程度で効果が異なることが言わ
れている。

即効性があり副作用も少ないため、中国で
は治療だけでなく、予防や健康維持に使わ
れています。

肩から首、こめかみを擦る

⇒筋膜リリース効果

引用 雲瑶著：全息経絡刮痧療法

刮痧板

痧象



頭部刮痧



３点マッサージ（セルフケア）
⇒ 凝りや痛みの軽減と熟睡



足底反射療法の対
応関係

３点マッサージ（セルフケア）
⇒ 凝りや痛みの軽減と熟睡



高麗手指診における対応関係

３点マッサージ（セルフケア）
⇒ 凝りや痛みの軽減と熟睡



Superficial Back Line(SBL) Superficial Front Line(SFL)Lateral Line(LL)

全身の筋・筋膜は経線を作って連携（筋膜はコラーゲンが主成分）
（トーマス・マイヤーズ著：『アナトミー・トレイン』）



耳介の神経支配

体性知覚神経 交感神経 副交感神経



胎児が逆さになっているイメージ

耳は、全身を反映（リフレックス）する

⇒イアー・リフレくソロジー



耳マッサージや耳周囲のマッサージで、
全身的ケアを



耳マッサージで、全身的ケアを（クロワッサン５月号）



鍼灸マッサージ師が指導
頭痛や凝りのセルフケア

（Holisitic Garden：川添謡氏）

Holistic garden https:
//note.com/holisticgarden/m/m06253de3668d



肺愈

臓腑の肺の疾病を治療する経穴
（葛根湯と併用するとよい）



風門

臓腑の肺の疾病を治療する経穴
（葛根湯と併用するとよい）



中府

臓腑の肺の疾病を治療する経穴
（葛根湯と併用するとよい）



合谷：大腸経、頭痛
（肺の裏は、大腸経）



風池：胆経、頭痛
風邪の初期症状：肩背強張る



鍼灸治療は、漢方薬と併用できる（内治と外治）



キリ(Kizhi)とは
パトラピンダ・スウエーダナとも呼ば
れ、オイルマッサージと発汗法を兼
ねており、静脈やリンパの還流促進、
筋膜リリースなどの効果が最高であ
る。

スチームアイロンで皺を伸ばすように、筋
膜の皺や肥厚を改善する！

キリの外観



ス
テ
ッ
ピ
ン
グ
マ
ッ
サ
ー
ジ
：
睡
眠
促
進

術者は、様々な体位で施術可能 臥位では転倒の危険性なく楽

手を使わないので、汚染の心配がない！ 双方が楽！



ステッピングマッサージによる睡眠の質の変化

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0
因子Ⅰ（起床時眠気）

因子Ⅱ（入眠と睡眠維持）

因子Ⅲ（夢み）

因子Ⅳ（疲労回復）

因子Ⅴ（睡眠時間）

平均得点

前値

後値
*

*

OSA-MA睡眠調査票
被験者：３４－６８歳男女 16例。
ステッピング・マッサージを相互に実践する前と後の起床時睡眠調査結果

ステッピングマッサージで
寝付きがよくなり
起床時疲労感減少

*

*p<0.05,paired-t-test, N=16



ステッピングマッサージ前後の
唾液中コルチゾール濃度の変化
（する人とされる人の双方がストレス軽減）

被施術者(N=8) 施術者(N=7)
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**p<0.01, *p<0.05, paired-t-test


