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学会発表に関する
利益相反（COI）開示

発表者：北西 剛

演題発表に関連し、開示すべき利益相反関係に
ある企業などはありません。



ある患者様の 予約時の ご本人の症状記入欄より（一部改変）

40歳代 男性

〇月●日に発熱して 翌日に某内科にて コロナ検査で陽性になりました。
10日間 自宅療養しました。4日ほどで解熱しました。のどの痛みは続いています。

10日間の療養期間があけて、仕事に行きました。

8時に出勤し、2時間ほど作業をしていたところ
大量の発汗・てのしびれ・吐き気が起こり 職場で寝込みました。
その日は 自宅に戻り 夕方まで寝込んでいました。

その後も 倦怠感、頭痛がひどく、夜も眠れません。仕事にも復帰できません。
診察よろしくお願いします。



10歳代 女性

〇月中旬 新型コロナ感染。10日間の療養期間を終えて 登校開始。
↓

1週間ほど登校するも 呼吸苦、倦怠感が強く、学校には行けず。
↓

〇＋１月初旬 某A病院に入院加療を受けるも、胸部レントゲン、血液検査では異常なく、退院。
↓

〇＋１月中旬 某B病院を受診。コロナ感染後遺症と診断。
↓

〇＋２月初旬 B病院では 検査値に異常なし。経過観察のみ。

呼吸苦は多少軽減するも、
「100mは歩けない」「自分では入浴できない」「ドライヤーが重くて持てない」

〇＋２月初旬 当院を受診。



10歳代 男性

〇月中旬 咽頭痛、発熱、呼吸苦があり、救急車で搬送。
某A病院救急外来にて 新型コロナ感染が判明。自宅療養となる。

↓
1週間後 同様に 呼吸苦が出現し、再度救急車で 某B病院救急外来を受診。
胸部レントゲン、採血検査などでは異常なし。
以後も 息苦しさ、倦怠感があり、学校には登校できず。

「だるい」「集中力がわかない」「やる気が出ない」「朝になると微熱が出る」
↓

〇月下旬 当院を受診。
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当院での 自由診療 相談件数の推移

※自由診療
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「NHK 特設サイト 新型コロナウィルス」より

➡ コロナ後遺症症状を抱えている方にとっては
決して 感染が収束にむかっているわけでない！



1992- 病院勤務 耳鼻科病棟にて

①知人が「潰瘍性大腸炎」を患う。
→薬漬け・副作用の苦しみを目の当たりに。

②大学病院の専門外来（めまい・難聴・耳鳴り、鼻副鼻腔など）担当。
→治らない慢性疾患・症状には 薬を処方するだけ。

③赴任先の病院で「緩和ケア病棟」が新設。
→耳鼻科医として、頭頚部がんの治療法が尽きた時点で、緩和ケアへ。
無力感。

2005- 耳鼻咽喉科 開院

開業後も…



18件 ： 当院来院までに
受診された
耳鼻科クリニックの数

48種類 ： １人の患者さんに
１つの病院から
1日に処方された薬の数



漢方・中医学
アーユルヴェーダ
ヨーガ

鍼灸 など

西洋医学

補完・代替医療

一般検査・治療
EAT(Bspot)
など

還元電子治療
交流磁気治療
水素吸入
バッチフラワー・ホメオパシー
プラセンタ
自律神経調節 αスティム
森林セラピー アーシング
栄養療法 食養生 など

治療法の羅列 Combination

個々にとって最適な
治療法の選択・組み合わせ
Optimize / Harmonize

4

伝統医学

バイオレゾナンス
歯科連携
姿勢・呼吸・内観共振法・
プライマリーウォーキング



2015.5
第37回 日本アーユルヴェーダ学会 大会長
『 長生きは五感の健康から 』

講演：「風邪」は頭頚部の症状
から始まる

～古典医学書に記された条文より～

2015.11
第1回 シャーラーキャ・タントラム研究会 発足
『 頭頚部疾患を考える 』

講演：「めまい」～鍼灸・漢方の古典記載より～
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母：北西 せつ子



新型コロナウィルス
感染拡大の予兆と日本の特性



2000年代 新型ウィルスの流行

2003年 SARS
2009年 新型インフルエンザ
2012年 MERS
2014年 エボラ出血熱

↓2020.5月
政府 新型コロナウィルス
感染症対策専門家会議

『 日本では
感染拡大が少なく、
新しい感染症流行に対応する
検査ほかの体制強化が遅れた 』

2009.5月 Newsweek誌

2014.9月 Newsweek誌



2019年 『 NHK 解説委員室 』
すでに 新型ウィルスの流行の可能性が指摘されていた



日本における 新型コロナウィルス感染 動向

2020年
1月 国内初 新型コロナウィルス感染者

（中国・武漢渡航歴あり）

2月 ダイアモンド・プリンセス号内 集団感染

3月 国内で多くのクラスター発生

4月 国家緊急事態宣言 発令

2019.12～2020.2
当院での外来診察においても

（そういえば）受診した発熱患者
季節性インフルエンザ検査 陰性者が多い

↓

・すでに新型コロナウィルス感染が流行？

・「ウィルス干渉」（異種のウィルス感染に
より、他のウィルス感染が抑制される）
が起こり、季節性インフルエンザが抑制？



Inside the Coronavirus Scientific American July 2020;323(1):32-37

新型コロナウィルス感染 細胞侵入経路

新型コロナウィルスは
・ACE 2受容体 を介して
・TMPRSS 2（酵素）が手助けして
細胞に侵入する
↓

↓

粘膜 環境
粘膜 線毛運動を良好に保つことが
感染予防・ウィルス侵入後にも重要

特に
TMPRSS 2 ：肺・小腸上皮
ACE 2受容体：肺・小大腸、食道、肝を
はじめ、鼻腔、口腔、舌などに多く分布



いわゆる 風邪コロナ
上気道炎が中心

IgA

粘膜免疫（IgA）で対応
肺への感染は少

SARS
肺炎が中心

IgG

上気道だけでなく肺で増殖
IgGで対応

新型コロナ
上気道・肺に加え
腸管でも感染・増殖

免疫の暴走
サイトカインストームを
起こしやすい

IgA
IgG

IgA
IgG



日本における新型コロナウィルスの特性「交叉免疫」

通常のあるウィルスにはじめて感染すると
①まず IgM抗体が上昇する
②遅れてIgG抗体が上昇する
③永続的な免疫を獲得する
（ウィルスにより終生免疫抗体は異なる）

（東大 児玉龍彦名誉教授 2020年7月7日会見資料より）

国内の新型コロナウィルス感染では
感染初期から

IgG抗体が上昇する例が多く見受けられた
➡何らかの「感染の記憶」＝交叉免疫を持っている可能性



交叉免疫にみる「風邪の効用」

（東大 児玉龍彦名誉教授 2020年7月7日会見資料より）

〇これまで 私たちは 風邪をひいて
「コロナウィルスファミリー」に感染してきた

➡各種コロナウィルスに対する免疫を 獲得してきた

〇野口晴哉『風邪の効用』

風邪は自然の健康法である。
風邪は治すべきものではなく経過するものである。
自然な経過を乱しさえしなければ、
風邪をひいた後は、あたかも蛇が脱皮するように新鮮な体になる。

『 NKH 特設サイト 新型コロナウィルス 』より

変異を繰り返したパンデミック下
交叉免疫のみでは 対応できない



新型コロナ後遺症の実際
「 見えるもの ＝ Fact ＝集団・統計評価」



厚労省 発出
『 COVID-19 診療の手引き

罹患後症状のマネジメント 』
2022.6月 ver.1.1➡10月 ver.2.0

新型コロナウィルス感染後の症状については
呼称、病態など 不明な点が多い

・罹患後症状
・後遺症
・ポストコロナ症候群
・post COVID-19 condition（s）
・long COVID
・post-acute COVID-19
・long-haul COVID

WHO（世界保健機関）では
『 新型コロナウイルスに罹患した人にみられ、

少なくとも2カ月以上持続し、また、
他の疾患による症状として説明がつかないもの

（通常はCOVID-19の発症から
3カ月経った時点にもみられる。）』と、

後遺症（post COVID-19 condition）について定義
※講座内では 発症後 必ずしも 2か月経過していない
場合でも後遺症と表記



診療の手引き ver.2.0 「はじめに」より

ポイント

☑ 固定した疾患概念ではない

☑ かかりつけ医や地域の医療機関で
対応できることが少なくない

☑ 「気のせい」
「当院では診られない」

☑ 患者さんの訴えに耳を傾け、
フォローしていくことが重要



大阪大 忽那賢志医師『COVID-19 後遺症について』セミナー資料より

特に オミクロン株を中心とした第7波以降

「味覚嗅覚障害」にかわり
「倦怠感」「ブレインフォグ」「咳嗽」等が
増加傾向

新型コロナ後遺症 主な症状



新型コロナ後遺症 特徴と注意点

☑ 各国の論文では 発症率の幅が大きい（数％～80％）

☑ WHOが採用している 英国 国家統計局の報告では 約10％

☑ 無症状感染が 20%あると考えられ、後遺症のみが表れる場合がある

☑ 英国のスタディ（50万人以上が対象）では
感染初期の症状が重い ➡ 呼吸器系の症状が出現しやすい

感染初期の症状が軽い ➡ 倦怠感関連の症状が出やすい

☑ 女性が男性の1.5倍多い ※ヒラハタクリニック調べ



新型コロナ後遺症 病態機序（案）

☑ ウィルス感染組織への直接的な障害

☑ 微量なウィルスによる持続感染

☑ ウィルス感染後の免疫調節不全による炎症の進行

☑ ウィルスによる血液凝固亢進と血栓症による血管損傷・虚血

☑ ウィルス感染によるレニン・アンジオテンシン系調節不全

※新型コロナ診療の手引き 罹患後症状のマネジメント ver.2.0



病院コロナ後遺症外来では

医学研究所 北野病院HPより 聖マリアンナ医科大学付属病院HPより



▶

▶

▶

▶

（電話問い合わせ時点で）
「当院にきてもらっても 何もやることはないと思います。」

「検査は異常がないので 様子を見ましょう。」

「予約は2023年の夏になります。」

「診察は16歳以上になります。
小児科でも 後遺症の診察は行っていません。」

病院コロナ後遺症外来の実態は…

各診療科との連携 / 精神面のケア / 職場復帰サポート などが進む一方で



厚労省 発出『 COVID-19 診療の手引き 』
罹患後症状に関する記述 見えるもの＝Evidence

Based Medicine

集団・統計的な視点からとらえる

↓ 問題点として

個々の苦痛
個々の改善例
個々の対策
が 反映されない

↓ 未知の疾患、症状こそ

見えないもの＝
Science Based Medicine
一例ごとの評価を重視

Narrative Based Medicine
患者さんのことば・感覚を重視

の重要性



新型コロナ後遺症の実際
「 見えないもの ＝ Narrative = 個々の語り」



当院における 新型コロナ後遺症に対する対応・対処法

☑ 症状に応じた 当該診療科としての対応

☑ 各種症状に対する 通常の西洋医学的診断や治療

☑ 有効性が報告・期待されている治療

☑ 生活習慣全般に対する指導

☑ さらに必要と考えられる医療連携

☑ 十分な問診や傾聴

例：当該診療科への紹介
血液検査
鼻腔ファイバーによる上咽頭炎診断
対症療法としての内服加療

例：漢方処方
上咽頭擦過療法 EAT
Epipharyngeal Abrasive Therapy
抗酸化療法（水素吸入・還元電子）
バイオレゾナンス
セルフケア・栄養指導

例：鍼灸治療の提案
本人・ご家族を含めた自由診療
心理カウンセリング（オンライン）



新型コロナ後遺症 症状 自己評価表

後遺症で出現する頻度の高い症状を 0～10で自己評価 倦怠感については 0～9で 詳細に分類

PS Performance Statusによる疲労・倦怠の程度

倦怠感
微熱・発熱
頭痛
体の痛み
息苦しさ
咳
動悸
食欲不振
不眠症状
気持ちの落ち込み
思考力の低下
脱毛
嗅覚障害
味覚障害



PS 6 以上は ほぼ寝たきりに近い

PS 6：調子のいい日は軽作業は可能であるが、週のうち 50%以上は自宅にて休息している
➡ ほぼ「寝たきり」に近い状態

変異株 受診者数 PS6 以上
（人数）

PS6 以上
割合(%)

60日以内の発
生率(%)

60日以降の発
生率(%)

オミクロン 165 62 37.6 100 0

以前 1568 579 36.9 86.7 13.3

全体 1733 641 37.0 88.0 12.0

ヒラハタクリニック調べ より



「PEM」「クラッシュ」に注意

新型コロナ後遺症の一つに 倦怠感 がある

↓ 感染後 7-10日の療養期間後

日常生活再開後 数時間から数日経って
それまで以上の つよい倦怠感 を感じるケースが見られる

＝PEM Post Exertional Malaise

↓

さらに PEMが表れると さらにがまんして活動を続けることで
数日から数か月にわたり寝たきりになることもある

＝クラッシュ

➡ かるい散歩、買い物
スマホ操作
などでも起こる

➡「がんばってからだを
動かしましょう」は禁

休学・休職も要検討



新型コロナ後遺症の際に起こる PEM～クラッシュは
筋痛性脳脊髄炎／慢性疲労症候群（ME/CFS）への移行
と考えられている

中医臨床 2021 特集
『慢性疲労と

慢性疲労症候群 ME/CFS』

日本疲労学会 2022 特別企画
Long COVID-19 
新しい生活様式と疲労
▶ 新型コロナ後遺症症状患者の実態
▶ 客観的な疲労関連評価の検証
▶ 長期化する在宅勤務と心身疲労度
▶ 外出自粛、在宅勤務による生活
習慣変化

▶ 在宅勤務頻度と適正な生活習慣
▶ 睡眠に与える影響
▶ デイサービスの児童生徒に対する
睡眠、疲労の関係

▶ 後遺症モデルマウス作製

➡ 色々な角度から
評価、対処法の検討の蓄積が
進んでいる



新型コロナ後遺症 特に「倦怠感」について

☑ PEM・クラッシュ ME/CFS に関して 医療者側・クライアント側
双方の知識や情報共有が重要

NG：

☑ 感染時の軽症例 無症状感染も 要注意
NG：

☑ PS 6（ほぼ寝たきり）以上になるのは 2か月以内
感染回復後 すぐの過度な運動・トレーニング・頭脳労働は避ける

NG：

☑ 学校・職場だけでなく 家族自身の理解が不可欠
NG：

『 療養期間が終わったので もう何をしても大丈夫ですよ 』

『 感染したけど、意外に軽く済んだなぁ 』

『 筋トレして体力を取り戻そう。勉強して、遅れを取り返さないと。』

『 元気があれば、なんでもできるよ 』



新型コロナ後遺症 自律神経機能評価

☑ だるさ・疲れ・倦怠感の他覚的評価

☑ 侵襲なく検査可能

☑ 他覚的検査による説明により
自身の体調の客観的把握
検査改善傾向による治療モチベーション維持

☑「ストレスですね」「がんばりましょう」
という “他人ごと”に感じる指導からの
脱却

☑ 経時的変化の把握

TAS9 view HPより



▶ 環境適応能力

周囲の変化に対する適応力
山型が平らだと
適応力が高い

▶ 交感・副交感神経機能

交感神経 ＝アクセル→
副交感神経＝ブレーキ→

▶ 自律神経バランス

±０を基準として
＋が多い＝交感↑
ーが多い＝副交感↑

30歳代 女性 60歳代 男性

交感↓
副交感↓

バランス
ー13

高い山型
環境適応
低い

健常者の検査結果例



堀田修監修
『慢性上咽頭炎を治せば不調が消える』より

新型コロナ後遺症と慢性上咽頭炎・EAT

病巣感染とは？
「身体のどこかに限局した慢性炎症があり、

それ自体はほとんど無症状か、時に軽微な症状を呈するに過ぎないが、
それが原因となって原病巣から直接関連がないと思われる
遠隔の諸臓器に反応性の器質的あるいは機能的障害を起こす病像、
いわゆる二次疾患を引き起こすこと」

↓

病巣疾患の原発巣は？
・扁桃（口蓋扁桃）・上咽頭
・副鼻腔
・歯科領域 など

↓

これまで さほど注目されてこなかった『上咽頭の慢性炎症』が
各症状と 密接に関連していることが わかってきた



病巣感染で起こる具体的な疾患は？
・頭痛、咽頭痛、めまい、頭痛
・後鼻漏（症候群）
・咳嗽
・慢性疲労症候群
・自己免疫疾患
・各種腎疾患（ネフローゼ症候群、IgA腎症など）
ほか 非常に多彩

堀田修監修
『慢性上咽頭炎を治せば不調が消える』より



堀田修監修
『慢性上咽頭炎を治せば不調が消える』より

慢性上咽頭炎で起こる各種疾患に対する治療法は？

塩化亜鉛液を用いた 上咽頭擦過療法 EAT
Epipharyngeal Abrasive Therapy が 第一選択

EATの効果発現の
メカニズムは？

・塩化亜鉛の抗炎症
・擦過による瀉血
・迷走神経系刺激作用
（仮説）



さらに
多彩な症状を呈する 新型コロナ後遺症の症状

↓

慢性上咽頭炎と類似した症状も多い

臨床検討から
新型コロナ後遺症の症状改善に
EATが有効である可能性ありとする報告が増加

↓

病院の後遺症外来でも
・機序が明確ではない
・処置時の感染リスクがある
・耳鼻科医およびEATを施行できる医師がいない
などの理由から 行っていない施設も多い



case A case B

40歳代 M
長期咳嗽例

健常 上咽頭所見

▶ 発赤なし
▶ 分泌物 少
▶ 粘膜表面の毛細血管 透見
▶ 粘膜正常 平滑

30歳代 M
感冒時
喫煙者

病的 上咽頭所見

▶ 発赤
▶ 分泌物・膿汁
▶ 粘膜表面の毛細血管 不透見
▶ 粘膜腫脹・敷石状変化



いずれも
新型コロナ感染後の上咽頭所見
健常粘膜と比べると
▶ 発赤
▶ 分泌物・膿汁
▶ 粘膜表面の毛細血管 不透見
▶ 粘膜腫脹・敷石状変化
が 強いことがわかる

20歳代女性 感染後 1か月

60歳代女性 感染後 17日目 20歳代女性 感染後 11か月

40歳代女性 感染後 11日目

健常 上咽頭所見



西洋医学的検査

問診・傾聴

視触診・舌診・脈診・腹診

上咽頭・EAT所見

自律神経機能

周波数・
バイオレゾナンス

睡眠・食養生を含む生活習慣・
心理カウンセリング血液検査、画像診断 他

既往歴だけでなく
経緯・生活背景も
何を困っておられるか？
何がつらいのか？
正しい情報の提供

得られる情報をフルに
歩き方・服装・髪型髪質
など

単に炎症の有無だけではない
軽微な変化・EAT所見なども

「ストレスをなくしましょう」
というアドバイスにとどまらずに

臓器・疾患の周波数の乱れによる
病気の見える化と バランス調整

疾患による不調だけでなく
非日常生活が続くことによる不調や
休学・休職に対する不安
将来への不安

体内時計の乱れ・食の乱れに対するアドバイス



症例提示 対応と経過



Case 1 40歳代 女性 持続する咳嗽

数年来 慢性咳嗽として 他院呼吸器科通院歴あり
胸部レントゲン・呼気NO検査では 異常なし
適宜 鎮咳剤、気管支拡張剤などを服用

●月上旬 新型コロナ感染。ワクチン3回接種済み。
感染時： 38℃台×3日 咽頭痛＋ 頭痛＋ 倦怠感＋ 咳嗽±

↓ 療養期間の10日ほど経過したころから

咳嗽がひどく、呼吸苦、眠れない、食欲がない といった症状が続いた。
かかりつけ医より 鎮咳剤、抗アレルギー剤、麦門冬湯など処方されるも軽快せず。

感染診断より 約1か月後に 来院。



初診時
上咽頭所見：炎症＋

舌診所見

▶ 発赤
▶ 分泌物・膿汁
▶ 粘膜表面の毛細血管 不透見
▶ 粘膜腫脹・敷石状変化

治療方針

☑ これまでの経緯をふまえて 追加処方なし

☑ EATを開始して 経過観察

↓

初回 EAT：出血 ±



0

2

4

6

8

10

後遺症症状の変化

初診時 1か月目

開始後経過

処置 3回目（初診 7日目）
「せきが楽になりました。

10が5くらいになってます。」

処置 5回目（初診 16日目）
「声が出しやすいです。
昼は ほぼ咳が出ません。」

処置 9回目（初診 30日目）
「動けるので、フィットネスジムに
行けました。」

症状の自己評価（0～10 最もつらい場合 10）は 1か月で著明改善



Case 2 40歳代 男性 倦怠感

生来 健康 / 基礎疾患なし

●月末 新型コロナ感染。ワクチン3回接種済み。
感染時： 38℃台×4日 咽頭痛＋ 頭痛± 倦怠感±

↓ 療養期間の10日 経過後 職場に復帰

職場にて 大量の発汗、手のしびれ、吐き気があり 職場医務室で臥床。
同日 帰宅して安静臥床。以降 翌日以降 立ち上がれないほどの倦怠感。職場には戻れず。

↓

その後も
倦怠感・頭痛・めまい・不眠があり 自宅療養が続くため

感染診断より 約2週間後に 来院。



初診時
上咽頭所見：炎症＋＋

舌診所見

▶ 発赤
▶ 分泌物・膿汁
▶ 粘膜表面の毛細血管 不透見
▶ 粘膜腫脹・敷石状変化

治療方針

☑ 西洋薬処方はなし
連携中医の指導もふまえて 六君子湯 処方

☑ 倦怠感に有効とされる BCAAサプリメント開始

☑ 診断後から受診までの日数は短かったが、
EATを開始

↓

初回 EAT：出血＋▶ 胖大
▶ 湿熱
▶ 肺脾気虚

※オンライン上の診断



開始後経過

処置 4回目（初診 11日目）
「胃の不快感、倦怠感が
かなり楽になってきました。」

処置 8回目（初診 21日目）
「めまいも減り、歩くのも楽です。
先が見えてきました！」

処置 10回目（初診 30日目）
「少しずつ 職場に戻ります。
ゆっくり
1時間ほど歩いてきました。」

処置 15回目（初診 66日目）
「順調です。仕事も 60%くらいで
できています。」

初診時 上咽頭炎＋＋

処置 10回目

処置 15回目

▶ 分泌物・膿汁
▶ 粘膜表面の毛細血管 不透見
▶ 粘膜腫脹・敷石状変化
は 残っている

▶ 分泌物・膿汁 減少
▶ 粘膜表面の毛細血管

やや透見できる
▶ 粘膜腫脹・敷石状変化が

低下している



▶ 環境適応能力
周囲の変化に対する
適応力は良好
（山が低いほど
環境適応力がある）

▶ 交感・副交感神経機能

交感神経 ＝アクセル↑
副交感神経＝ブレーキ→

やや交感神経優位

▶ 自律神経バランス
交感神経優位 ＋16

▶ 交感・副交感神経機能

交感神経/副交感神経
いずれも 良好

▶ 自律神経バランス
交感神経優位がやや改善
＋16 ➡ ＋12

▶ 環境適応能力

周囲の変化に対する
適応力は良好のまま

処置 10回目 初診 30日目 処置 15回目 初診 66日目



Case 3 10歳代 女性 倦怠感
生来 健康 / 基礎疾患なし

●月中旬 新型コロナ感染。ワクチン 未接種。
感染時： 38℃台×3日 頭痛± 倦怠感±

↓ 療養期間の10日 経過後 学校に登校。
1週間登校するも、呼吸苦、倦怠感が強く、その後は学校には行けず。

●＋１月初旬 某A病院に入院加療を受けるも、胸部レントゲン、血液検査では異常なく、退院。
●＋１月中旬 某B病院を受診。コロナ感染後遺症と診断。

↓

●＋２月初旬 B病院では 検査値に異常なし。経過観察のみ。
依然として「100mは歩けない」「自分では入浴できない」

「ドライヤーが重くて持てない」といった症状が続き

当院（感染から約1.5か月）を受診。



初診時
上咽頭所見：炎症＋＋

▶ アデノイド 残存
▶ 粘膜表面の毛細血管 不透見
▶ 粘膜腫脹・敷石状変化

治療方針

☑ 西洋薬処方はなし
他院から処方の真武湯 中止せず

☑ 新型コロナ後遺症と診断し EATを開始

↓

初回 EAT：出血 ＋＋



開始後経過

処置 5回目（初診 15日目）
「室内だと 少し動けます。
食卓で食事がとれるように
なりました。」

処置 8回目（初診 21日目）
「少しずつ 外出を増やしています。」

処置 20回目（初診 60日目）
「散歩が 100mに のびてきました。」

処置 25回目（初診 150日目）
「朝も少しずつ起きられます。
散歩も 200mくらいにはなりました。」

初診時 EAT出血＋＋

処置 8回目 EAT出血±



▶ 環境適応能力
周囲の変化に対する
適応力は良好
（山が低いほど
環境適応力がある）

▶ 交感・副交感神経機能

交感神経 ＝アクセル→
副交感神経＝ブレーキ→

かなり 自律神経バランス
整ってきている

▶ 自律神経バランス
±0に近い ＋3

処置 30回目 初診 6か月
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後遺症症状の変化

初診時 1か月目 6か月目

感染・初診後 6か月の時点でも…
▶ 学校には まだ登校できていない
（本人「行こうと思えば 行けそうには」）
▶ 自転車に乗って 遠くまで行けます
▶ 自覚症状評価・自律神経機能は
いずれも改善傾向

▶ 気持ちの落ち込み 5、倦怠感 2



Case 4 10歳代 男性 倦怠感
生来 健康 / 基礎疾患なし

●月中旬 「咽頭痛」「発熱」「呼吸苦」があり、救急車で搬送。
某A病院救急外来にて 新型コロナ感染が判明。自宅療養。

↓

1週間後
同様に 「呼吸苦」が出現し、再度救急車で 某B病院救急外来を受診。
胸部レントゲン、採血検査などでは異常なし。
以後も 息苦しさ、倦怠感があり、学校には再登校できず。

その後は
「だるい」「集中力がわかない」「やる気が出ない」「朝になると微熱が出る」

●月末（発症2週間後）
当院を受診。



初診時
上咽頭所見：炎症＋＋

舌診所見

▶ アデノイド 残存
▶ 分泌物・膿汁
▶ 粘膜表面の毛細血管 不透見
▶ 粘膜腫脹・敷石状変化

治療方針

☑ 西洋薬処方はなし
他院からの 鎮咳剤、気管支拡張剤、精神安定剤は
処方切れの時点で中止

☑ 倦怠感に有効とされる BCAA / 抗酸化
サプリメント開始

☑ 診断後から受診までの日数は短かったが、
EATを開始

↓

初回 EAT：出血＋



開始後経過

処置 2回目（初診 3日目）
「午前は微熱が出ます。
午後からは学校に行けそうです。」

処置 5回目（初診 14日目）
「午前の微熱も下がってきました。
散歩も増えてきています。」

処置 7回目（初診 21日目）
「朝から学校に行けました。」

処置 15回目（初診 45日目）
「順調です。勉強するとまだ
疲れます。あとは、
ただなんとなく不安です。」

初診時：上咽頭炎＋＋ EAT出血＋＋

上咽頭炎は残っているが
▶ 粘膜表面の毛細血管 不透見
▶ 粘膜腫脹・敷石状変化
は軽減している

処置 15回目 初診 45日目 EAT出血 ±
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後遺症症状の変化

初診時 2週間後 3週間後 7週間後

➡ 症状の自己評価（0～10 最もつらい場合 10）は 7週間で著明改善



▶ 環境適応能力
周囲の変化に対する
適応力は不良
（山が高いほど
環境適応力が低い）

▶ 交感・副交感神経機能

交感神経 ＝アクセル↓
副交感神経＝ブレーキ↓

交感・副交感いずれも
高められていない

▶ 自律神経バランス
交感神経優位 ＋33

▶ 交感・副交感神経機能

交感神経/副交感神経
いずれも ↑
アクセルも踏めて
ブレーキ（リラックス）

も効いてきている

▶ 自律神経バランス
交感神経優位がやや改善
＋33 ➡ ＋24

▶ 環境適応能力

山が小さくなり
環境適応力が
改善

処置 5回目 初診 14日目 処置 15回目 初診 45日目



extra Case 5 30歳代 女性 倦怠感
生来 健康 / 基礎疾患なし

● 年10月 新型コロナ感染（ワクチン未接種）。倦怠感、下痢など不調が持続。

↓

●＋1年 9月 新型コロナワクチンを接種。その後から さらに症状が悪化。
ふらつき、倦怠感、不眠などが出現し、以後は休職。外出もできず、自宅生活。

10月、12月 総合病院・大学病院後遺症外来を受診されるも、異常なし。
「精神的な問題」との診断。

↓

●＋2年 8月 当院を受診。
各病院から処方されていた内服薬（商品名）：
サアミオン、アデホスコーワ、メチコバール、メリスロン、イソソルビド、ラフチジン
デパス、プレドニン、ラシックス、マイスリー、リンデロン
人参養栄湯、十全大補湯、メトリジン、ガスモチン、セレキノン
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後遺症症状の変化

不調時 初診時 1か月後 2か月後

➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡

開始後経過

処置 3回目（初診 14日目）
「だるさが少し減ってきたようです。」

処置 5回目（初診 34日目）
「散歩できるようになってきました。」

処置 7回目（初診 63日目）➡
「だるさ、ブレインフォグ、手足しびれ
ひどくなりました。」

「多分、台風と
元気が出てきたので、友人と
食事・買い物など 動きすぎました。」



▶ 環境適応能力
周囲の変化に対する
適応力はやや不良
（山が高いほど
環境適応力が低い）

▶ 交感・副交感神経機能

交感神経 ＝アクセル↓
副交感神経＝ブレーキ↓

交感・副交感いずれも
高められていない

▶ 自律神経バランス
交感神経優位 ＋34

処置 7回目 初診 63日目 再増悪時
今回の増悪時に際して

ご本人の希望もあり
某院にて「イベルメクチン」を内服
※保険上の効能効果は 腸管糞線虫症・疥癬のみ。

↓

「服用した その日の午後から
調子がとてもよくなりました」

▶北里大学の研究報告
新型コロナウイルス感染症患者を対象
2020年8月から2021年10月まで実施した
多施設共同プラセボ対象無作為化二重盲検医師主導治
験（CORVETTE-1）の主要評価項目においては
イベルメクチン単回投与群とプラセボ投与群との間に
統計学的有意差を認めなかった

▶イベルメクチンの使用を推奨するものではない

▶通常 病院・医院では 処方されていない



新型コロナ後遺症
「見えないもの」への対策



予防・治療・養生の観点から
さらに 伝統医学、漢方・中医・鍼灸、食養生、生活習慣改善指導などの重要性・役割が増している

インド
伝統医学省（AYUSH省）
保健家族福祉省
などによる ガイドライン・
プロトコルの発出

中国
国家衛生健康委員会弁公庁
国家中医薬管理局弁公室
ガイドラインの発出 2022.3 第9版

➡第9版の改定により
鍼灸が加わった



WHO ICD-11 国際疾病分類に「伝統医学」が収載

▶ 各伝統医学の実態解明・エビデンス構築
▶ 西洋医学と東洋医学の相互理解
▶ 世界における 各伝統医学の標準化

↓

日本においても
JLOM（日本東洋医学サミット会議）を中心として 中医学・鍼灸の国際標準化にむけた議論
インドからは AYUSH（アーユルヴェーダ・ヨーガなど伝統医学）の標準化提案



WHO 伝統医学 グローバルセンターを インドに設立

➡アーユルヴェーダ・ヨーガをはじめ
鍼灸の研究・世界的普及が期待される

目的：現代科学技術によって世界中の伝統医学の潜在能力を活用し、
人々と地球の健康を向上させることを目的



WHO 伝統/補完医療 T＆CM 報告書 2019 ▶ 報告書参加国の88％が T&CMを利用

▶ T&CM 内容別では Acpuncture が最多 (2012)

N=133



CARAKA SAMHITA インド古典医書

12/4/2020

すでに 数千年前の古典医書でも
『 感染症 』について述べられていた

第3巻 第3章
Janapadodhwansa
“流行病・疫病”

疫病発生に関わる要素として

の影響・重要性 を挙げている

インド伝統医学 アーユルヴェーダにおける感染症

・空気・風
・水
・土地
・季節



AYUSH省推奨 日常での新型コロナ対策

12/4/2020

①お白湯・湯冷ましを飲む
消化力（アグニ）の増強

◇お白湯
・水 200cc
・鍋に蓋をせず沸騰させる
→65℃以上（フーフーして飲む温度）で
マグカップに入れて寝る前に飲む

◇湯冷まし
・水 800cc
・鍋に蓋をせずに約10分沸騰させる
（おおよそ600ccになる）
→火を止めて冷めるのを待つ
・朝作って、常温で1日持ち歩いて飲む

日本アーユルヴェーダ研究所編『白湯の処方箋』より
12/4/2020

②オイルを鼻に塗る・滴下
過剰なドーシャを排出 カパ浄化
パンチャカルマ 中心処置の一つ
経鼻法 ナスヤ

◇マルシャナスヤ
・処置として 特定の患者に季節、時間を考慮
して行う

・６－８滴のオイル滴下

◇プルティマルシャナスヤ
・健康維持として
・セサミオイル（市販 太白ごま油で可）
ココナッツオイル ギーなどを使用
手に入れば アヌタイラ

・両鼻 2滴づつ滴下 または 鼻入口塗布

➡臨床検討＠きたにし耳鼻科
1か月のナスヤで 上咽頭炎所見が改善



③オイルで口をすすぐ・鼻うがい

Kavala (mouth rinse) カヴァラ：口に含む
Gandusha (gargle) ガンドゥーシャ：クチュクチュ
Oil pulling オイルプリング

※Yoga では Jalaneti ジャラネティ
(Jala=水 Neti=鼻）

・セサミオイル（太白ごま油も可）
ココナッツオイル
をティースプーン 1杯
口に含んで 口内にやさしくいきわたらせる
↓

・飲み込まずに吐き出す
（ティッシュなどに包んで廃棄）
ぬるま湯で口をすすぐ

・1日数回 行う
・特に 朝 舌磨き後がよい

鼻うがい

・異物洗浄効果
・粘膜線毛機能改善
・粘膜浮腫軽減
・粘膜上皮での次亜塩素酸生成
などにより 抗ウィルス効果の検証報告あり

堀田修『痛くない鼻うがい』

▶ 自作できる鼻うがい容器



12/4/2020

④蒸気を吸入する

かるい咳・のど痛の対処法

ミント・ハッカ
キャラウェイシード
を水にいれて 沸騰させ その蒸気を吸入
↓

実際には
・洗面器にお湯をはり
・ハッカオイルを滴下して 蒸気を吸入
・バスタオルなどで上半身を覆って（A)
蒸気が逃げないように

・顔や目の熱傷には注意
（目の保護など (B) ）

※症状に応じた適切な診断・治療は必要

（A)

（B)



12/4/2020

⑤スパイス・ハーブ

◇スパイスをお料理に
・ターメリック / クミン / コリアンダー
ガーリック

◇ハーブティ・煎じ茶など
・バジル / シナモン / 黒コショウ /乾燥ショウガ
レーズン

◇ゴールデンミルク
150ccのホットミルクに
ティースプーン 半分ほどのターメリック粉を

12/4/2020

⑥和の食材

◇緑茶
・タンニン

EGCG エピガロカテキンガレートの
抗ウィルス作用
（第42回 日本アーユルヴェーダ学会大阪研究総会 発表
横浜市大 鮎澤大名誉教授）

◇緑茶
ワサビ
ニンニク
梅干し ほか
（第42回 日本アーユルヴェーダ学会大阪研究総会 発表
金沢大学大学院 鈴木信孝先生）

各種食材・成分による抗ウィルス効果検証がすすんでいる



□ビタミンA＝粘膜強化・抗酸化
ほたるいか・にんじん・ほうれん草・
かぼちゃ

□ビタミンB群＝全身に・聴覚過敏・
睡眠障害・だるい など

B1
そば・きなこ

B3（ナイアシン）
いわし・そば

B5（パントテン酸）
アボカド・納豆・ししゃも

B６＝糖化を防ぐ・血管を守る
にんにく・酒かす・ピスタチオ・バナナ

B７（ビオチン）
大豆・玄米・牡蠣

B９（葉酸）
青菜類・枝豆・ブロッコリー

B１２
さんま・牡蠣・あさり

□ビタミンC＝抗酸化・血管を強く・
ストレス対策

パプリカ・芽キャベツ・レモン・ゴーヤ

□ビタミンD＝骨・免疫↑・鼻炎・めまい
鮭、うなぎ、しらす、きくらげ

□ビタミンE＝抗酸化・血行・ホルモン
アーモンド・オリーブオイル・かぼちゃ
モノヘイヤ

□ビタミンK＝骨代謝を活発に
パセリ・シソ・春菊・にら・納豆

□ビタミンP＝血管を強く・
悪玉コレステロール対策

みかん・玉ねぎ・そば・りんご

□LPS=マクロファージ↑、免疫↑
上咽頭炎・ちくのう・花粉症に

ひらたけ・めかぶ・れんこん

□亜鉛＝全般・免疫↑・味嗅覚・
皮膚・髪・聴覚・だるい

牡蠣・きなこ・のり・ソラマメ・ごま

□鉄＝活性酸素除去・免疫・疲労回復
あさり・いわし・小松菜・とうもろこし・
ひじき

□カリウム＝血圧・腎機能・筋肉強化
アボカド・きゅうり・バナナ・
ジャガイモ・ひじき

□マンガン＝骨や軟骨を若くする
栗・しょうが・十割そば・あおさ

□マグネシウム＝骨強化・血圧、
血糖対策・聴覚過敏・睡眠障害・だるい

玄米・大豆・わかめ・ほうれん草・
アーモンド

□ケイ素＝骨や血管強化・見た目の若さ
睡眠障害

わかめ・はまぐり・ジャガイモ・ごぼう・
昆布・パセリ

□セレン＝抗酸化・解毒・重金属対策
あじ・レンズ豆・そば・カシューナッツ

□α(アルファ)リポ酸＝解毒・重金属対策
抗加齢

□コエンザイムQ10＝乾燥対策・
抗コレステロール剤服用中、聴覚

□オメガ３＝細胞膜強化・脳機能・抗炎症
高血圧、抗コレステロール対策・乾燥

亜麻仁油・くるみ・小型青魚（しらす）
冬野菜（大根、白菜など）

□食物線維＝腸内環境からからだの健康に
玄米・納豆・わかめ・小豆・枝豆・
れんこん・こんにゃく

□植物性タンパク質＝肝・腎を元気に
大豆・ごま・落花生

□タウリン＝目の健康
タコ・牡蠣・いか



求められる 医療における連携



中国医学、韓国医学、日本漢方等のアジア伝統医学、アーユル
ヴェーダ医学に代表されるインド伝統医学、ユナニ医学に代表さ
れるアラビア伝統医学をベースに発展してきた東方医学
（Eastern Medicine）と現代西洋医学（Western Medicine）と
の交流を図ることを目的

理事
2021年 第39回大会 会頭

2022年12月4日
第40回大会＠御茶ノ水
シンポジウム 座長
『 医師・鍼灸師
連携の発展と課題 』

学会での連携の取り組み



DAPA / 医鍼薬地域連携研究会
(Doctors, Acupuncturists and Pharmacists Association)

「なぜ地域鍼灸院に医療連携なのか」
１，患者さんが人生を幸せに全うするため
２，鍼灸界の多様性を守る 町の鍼灸院を守る 普通の鍼灸院を守る

「町の鍼灸院に求められるもの」
「連携に何が必要？」
「東方医学会DAPAの活動」

●カンファレンス ●抄読会 ●中医カンファレンス
●認定

上記を中心に 活動

※以下 DAPA 赤羽峰明先生(鍼灸師)より資料提供



①「 なぜ地域鍼灸院に 医療連携なのか 」

医療を取り巻く環境の変化

これまでの「病院完結型」医療から

「 」医療へ地域完結型

地域医療は 多職種での関わりへ 地域での看取りの時代へ
☑ 超高齢社会・生活圏での孤立・多死社会
☑ 医療の高度化・個別化の弊害
☑ 地域医療のマンパワー不足
☑ 寄り添う医療の需要が増す



②「 顔の見える連携を 」

顔の見える連携によって期待できる効果

①疾患の早期発見 早期治療 (２次予防)
②疾患の適切な治療・処置
③患者さんの費用負担の軽減

地域密着型鍼灸院では
☑ ケアを重視 人としてのつながり
☑ 寄り添い
☑ 傾聴
☑ あたたかい手 を提供できる



当院でも 近隣鍼灸院との連携・交流

☑ DAPAなど 学会や研究会への参加・招聘・交流

☑ 相互のクライアント様の紹介

☑ 特徴ある鍼灸院との相互診断・治療
（例：分子整合栄養学/バイオレゾナンスなど）

☑ 中医による舌診の依頼・相談



漢方・中医学
アーユルヴェーダ
ヨーガ

鍼灸 など

西洋医学

補完・代替医療

一般検査・治療
EAT(Bspot)
など

還元電子治療
交流磁気治療
水素吸入
バッチフラワー・ホメオパシー
プラセンタ
自律神経調節 αスティム
森林セラピー アーシング
栄養療法 食養生 など

治療法の羅列 Combination

個々にとって最適な
治療法の選択・組み合わせ
Optimize / Harmonize

伝統医学

バイオレゾナンス
歯科連携
姿勢・呼吸・内観共振法・
プライマリーウォーキング



科学的根拠に基づく医療
Evidence-based Medicine

科学に基づく医療
Science-based Medicine

ことば・幸福感・価値観に基づく医療
Narrative/Happiness/Value

-based Medicine

中医・漢方・鍼灸・
アーユルヴェーダ 伝統医学

➡

主に統計・集団に対する効果を重視
➡

科学的な視点から
個々の治療法（手術・施術・薬・ハーブなど）

に対する効果を重視

➡

個人の生活、生き方を重視



各種連絡先

●きたにし耳鼻咽喉科 ●Facebook（北西 剛）
HP：https://kitanishi-ent.jp
Email：tkitanish@yahoo.co.jp

●日本アーユルヴェーダ学会
HP：https://www.ayv-society.com

●日本東方医学会
HP：https://www.jptoho.or.jp/
Email：zaidan@jptoho.or.jp

●DAPA(医鍼薬地域連携研究会)活動内容
HP：https://www.jptoho.or.jp/gakkai/docter-accupuncture.html

●DAPA管理人 赤羽峰明(鍼灸師)
Email：akahane.acupuncture.clinic@gmail.com

https://kitanishi-ent.jp/
mailto:tkitanish@yahoo.co.jp
https://www.ayv-society.com/
https://www.jptoho.or.jp/
mailto:zaidan@jptoho.or.jp
https://www.jptoho.or.jp/gakkai/docter-accupuncture.html
mailto:akahane.acupuncture.clinic@gmail.com
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