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• 我が国は超高齢社会を迎え、高齢者の増加に伴い運動機能
低下による転倒などにより長期入院患者が増加しており医療
財政を圧迫している。また、長期入院により骨、筋などの廃
用性萎縮が社会問題になっている。

• そのような現状に対し、心理的にも負担の低く、国民に深く根
ざしている、伝統医療である鍼灸治療を用いて骨代謝に及
ぼす影響について検討した。

研究・発明の背景



我が国における骨折発生件数の推移
股関節部骨折年間推計発生患者数

１９８７年 １９９２年 １９９７年 ２００２年

女性 39,700人 57,900人 71,600人 92,600人

男性 13,500人 18700人 20,800人 25,300人

（折茂 肇 日本医事新報4180:25-30,2004 より改変）

第４回大腿骨頚部骨折全国頻度調査成績→男女共に増加

骨粗鬆症に伴う代表的な骨折部位

①大腿骨頚部骨折

②撓骨遠位部骨折

③胸腰椎移行部の圧迫骨折



（小松 美砂、他 民族衛生;74(4):164-177,2008 より抜粋）

全国市区町村におけるエビデンスに基づく骨粗鬆症予防対策の実施状況と関連要因

骨粗鬆症予防のための栄養と生活習慣



日本で現在使用可能な骨粗鬆症治療薬

骨吸収抑制を主たる作用とする薬剤
ビスホスホネート

エチドロネート
アレンドロネート
イバンドロネート
リセドロネート
ミノドロネート

エストロゲン
SERM（ラロキシフェン、バセドキシフェン）
カルシトニン
デノスマブ（抗RANKL抗体）

骨形成促進を主たる作用とする薬剤
副甲状腺ホルモン（テリパラチド）

その他の薬剤
ビタミンD（アルファカルシドール、エルデカルシトール）
ビタミンK（グラケー）
イプリフラボン（オステン）

（川口 浩 日本ペインクリニック学会誌Vol.22,2015 より抜粋）



• 従来、低周波による生体刺激により筋肉（表層筋および
内層筋）に弛緩、緊張を与え肩こり、腰痛などに治療効果
をもたらすことは行なわれていた。

• また、そのような生体刺激治療器を長期のベッドレストま
たは不活動状態に伴う骨の廃用性萎縮について検討す
るために、実験動物を用いて後肢の不動実験および尾部
懸垂実験が行われている。

• 一方、骨量増加に及ぼす運動の影響を検討するために、
種々のトレーニング実験も行われているが、具体的に骨
量に対する効果は明確でなかった。

• また、極細の鍼灸針に通電するための簡便な装置がな
かった。

従来技術とその問題点



尾部懸垂後のラット後肢に鍼通電刺激を施すことにより、
骨量の回復が促進することが報告されている。しかし、尾部
懸垂や後肢不動化と同時に鍼通電刺激を行うことによる骨
量減少への抑制効果の有無については検討されていない。

背 景

目 的

後肢の不動状態にあるラット大腿に鍼通電刺激を施し、そ
れによる大腿骨骨幹中央部および遠位１／３部における皮
質骨の構造に及ぼす影響について検討することを目的とし
た。

新技術の特徴

研究成果報告



【材料】
・ウィスター系雄性ラット24匹（7週齢）の大腿骨

【方法】
◆ラットを３群に分類し、2週間の実験を実施
○不動群（IM）：左右後肢膝関節に不動装置を装着
○不動・鍼通電刺激群（IMEA）
・左右後肢の不動化
・大腿前面からの骨膜まで刺入（10分／日、毎日）
大腿遠位部を陰極、中央部を陽極とする連続的交流鍼
通電刺激(条件:幅250μsec、50Hz、0.24mArms)

○対照群（CO）

材料および方法



◆形態学的分析：
・実験期間終了後に大腿骨を摘出後、固定処置

→骨幹中央部と遠位1/3部を観察
・脱灰および非脱灰の組織観察用標本を作製
・肉眼的、光学および電子顕微鏡による組織学的観察

中央
部遠位
1/3部

大転子

膝蓋面

図２ 大腿の計測部位
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図１ 刺鍼部位
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図３．大腿骨の外形変化（上段：組織像、下段：計測データ）
IMでは中央および遠位部の皮質骨の厚さおよび断面積が有意に減少
した。IMEAにおけるそれらの減少はIMより少なかった。
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骨組織の
分類

疎 不規則

密 規則的

密 規則的・層板構造

TypeⅠ

TypeⅡ
TypeⅢ

基質線維

密度 配列状態

TypeⅠ

TypeⅡ

TypeⅢ

図６．染色性による皮質骨の分類（脱灰パラフィン切片、マッソン・トリク
ローム染色）

皮質骨の骨基質を、染色性に基づいて、線維の密度および配列状態か
ら、表のようにタイプ別に分類した。
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図７．各群の皮質骨におけるタイプ別骨基質の変化
COの遠位部ではType-Iが皮質骨の後面に多く存在し、骨内膜面側
ではType-II が広い範囲を占めていた。中央部ではほぼ全周に亘っ
て主にType-1 が存在した。IMおよびIMEAでは、遠位部前・後面で
Type-I が多くみられるが、それ以外の部位はCOの皮質骨の構成と
あまり差異が認められなかった。
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前面 前面 前面後面 後面後面

CO IM IMEA

図８．前面および後方の皮質骨骨膜面における骨吸収像（TRAP染色）
COでは皮質骨前面遠位部においてのみTRAP染色陽性反応が認められた。

IMでは皮質骨前・後面の中央・遠位部のいずれにも反応が観察されたが、
IMEAは反応を示さなかった。
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図９．各群の皮質骨における骨小腔の大きさ
COおよびIMEAに比べ、IMの骨小腔は内腔の大きいものがしばしば認めら

れた。



結 論
後肢不動化中の鍼通電刺激によって、骨形成

は促進されないが、骨吸収が著しく抑制され、そ
れによって骨量の減少が抑えられるであろうこと
が示唆された。

上述の知見に基づき不活動・寝たきり状態生
活者における骨吸収抑制、骨量維持のために、
簡便で安全性の高い、鍼灸針を用いた低周波生
体刺激装置を提案する。



新技術の特徴・従来技術との比較

• 不動化中の骨吸収を抑
制し、骨量維持を図る新
たな装置を低周波生体
刺激装置により達成しう
る。

• 極細の鍼灸針に対し微
弱電流を与える簡便で効
果的鍼灸針用パッド（支
持具）により皮膚への接
触刺激（やけどなど）を抑
止できる。

低周波

生体刺激
装置

パッド

パッド

（実験条件）
７週齢ラット
連続的交流鍼通電刺激
幅250μsec, 50Hz, 0.24mA
２週間、10分/日



想定される用途

• 鍼灸治療方法の拡大

• 鍼灸治療器具としての活用

• 低周波生体刺激装置の応用展開

• リハビリ、医療分野での活用

• 不動生活者（寝たきり状態者、動物）への骨量
維持への応用



実用化に向けた課題

• 本研究成果を生かすため、より適切にかつ確
実に骨部位への通電生体刺激を行なう通電
機器の開発

• 医療機器としては人体適用における治験が課
題である。



企業への期待

• 微弱電流の低周波生体刺激装置の骨部位へ
の新たな応用としての開発、販売

• 医療機器の製造販売として医療機器製造許
可取得会社または取得可能会社との共同研
究

• 非侵襲または低侵襲による骨部位への微弱
電流刺激装置の共同研究
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